東京歯科大学同窓会
創立no0周年記念誌
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東京歯科大学l可窓会倉１１立100周年を迎え「同窓会創立100周年記念誌」
発刊にあたりごあいさつ申し上げます。

本同窓会は、明治28年６)]１６日「高山歯科医学院院友会」の名のもと
に我が国最初の歯科学校同窓会として誕生いたしました。「歯科医師は、

歯科医師である前に人間でなければならない」という血脇先生の掲げられ
た建学の精神を歴代の学長・会頭・会長に脈々と受け継がれ、師弟愛、母
校愛と相まって幾多の変遷を経て、今日の脚窓会の充実発展に至りました。
これもひとえに各界のご支援と同窓会且各位のご支援とご理解、ご協
力の賜物と感謝致しております。私共同窓会は100周年を節目として、来
る２１Mt紀をlE1前に、明るく活力ある長膝福祉社会の建設という国の政策

に協力し、８千７百有余の会員がそれぞれの地域においてよき医療人、よ

き社会人として広く社会の信頼に応えるべく励まれることが望まれます。
10o周年記念式典とあわせここに、記念誌発刊の喜びとともに、同窓会員
各位の益々のご健康とご活躍を祈念し、発刊のあいさつといたします。

東京歯科大学同窓会会長五十嵐堯昭
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すべての同窓会員の喜びの心がひとつになった「式典｣・「祝賀会｣。
100年の歴史の重みが今ここに結実する。「伝統｣は現代に生きてこそ意味の
あるもの。100年の時の流れはひとつの通過点。ここからはじまる次代への

新たなる一歩。明日の歯科医学の｢創盤｣に向けての限りない歩みが今日か
らはじまるか
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祝辞学校法人東京歯科大学理事長井上裕

祝辞東京歯科大学学長石川達也

2９

三笠宮崇仁親王殿下お一一一一口葉
東京歯科大学同窓会が創立百周年を迎えるに当たり、特にお招きを受け、こ
の記念式典に臨むことができましたことは、私の大きな喜びであります。
本学同窓会は、明治二十八年に設立されましたから、我が国最初の最も古い
本学同窓会は、明治二十命
伝統をもつものといえます。

東京歯科大学は平成二年に創立百周年を迎えられ、輝かしい伝統と未来への
りない発展を祝福されましたが、今日までに同窓会員は一万数千名を数え、
限りない発展を祝福されましたが、今日」
現存会員も八千七百名と伺っております。

本同窓会の歴史は、日本の歯科界の発展の歴史そのものでもあります。そし

て、今日まで国民歯科医療の普及向上に貢献されましたことは、誠に感謝に堪
えないところであります。

東京歯科大学同窓会が百年の年輪のｔに新たなる一歩を踏み出すこの時に当
たり、会員の皆様が、医の心を基盤とし、歯科医道の高揚に専心努力し、広い

視野と新しい感覚をもって、国民の健康を守る歯科医師として、斯界の中枢的
な役割を果たされんことを切望して、お祝いの一一一一口葉といたします。
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創立１００周年j記念卒後研修セミナー
20周年記念講演平成７年４月１５日(土）経団連ホール
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られる医療を構築することを考えて

東京歯科大学同窓会主催による

質は、新しい医療制度とは、歯科医

創立１００周年記念卒後研修セミナ

学教育の方向性はどうあるべきかに

きた。そして、評価を繰り返しその

ついて語り合った。

効果を判断することが豊かさへの接

ーが去る４月１５日（土)、厚生省、

点となると考えてきた。

日本歯科医師会、全国歯科大学同窓

そして、,患者さんの立場にたった

会、報道機関など関係各団体をご招

医療、予防を中心に置いた歯科医療

セミナーは氏家常任理事の開会の

待し、約250名参加のもと経団連ホ

がこれからの歯科医療現場で可能か

辞につづき、五十嵐堯昭同窓会長の

ールにて盛大に開催された。

どうか検討された。

挨拶の後、座長を高添一郎先生（東

今回は東京歯科大学同窓会創立

これまでの、卒研セミナーのコン

100周年・卒研セミナー20周年記念

セプトは学問のタテ糸ヨコ糸論に端

のためオープン・セッションとして

を発し、「加齢｣、「調和｣、「信頼｣、

歯大・ＷＨＯ委員)、田中延佳先生
(東京都・開業）にお願いした。

はじめに、中川米造先生（阪大・

｢新しい時代の医療の姿」をテーマ

｢豊かな」と歯科医療のテーマを積

名誉教授）は「望ましい医療像」に

に講演と会場とのディスカッション

み重ね研修してきた。

ついて、これからのへルスサイエン

を盛り込んだこれまでにない新しい
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：

総合的視野に立って疾`患に接し、

スでは、医師の眼差しを,患者さんの

身体の内にだけでなく、全体に拡げ

企画で行われた。テーマが示すよう

加齢への配慮を読み、社会一人間一

に、これからの日本医療のあるべき

生体の調和を保ち、心一科学一技術

る必要があり、これには、自らの対

姿をどのように促えるか、医療の本

の繋がりを図りながら、信頼に応え

話を含めた患者さんとの多くの対話
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が重要であると述べた。

つづいて、「医療制度の可能性」
について、新庄文明先生（阪大医・
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歯科医学教育と研究のあるべき姿に

長のまとめで閉会した。今回は記

ついて、詳しく解説していただいた。

念セミナーということで参加者の

バームスの予測が次第に具実化す

意識が高く、大きな関心を寄せて

るなか、長期の展望は困難であるが

いることが、熱のこもった質疑応

て、英国をモデルに話され、予防が

いま歯科医学教育の分野においても

答から感じられた。

これからの医療の性格を決めていく

抜本的な改革を回るべきときは来て

新しい時代の医療の姿として具
体的にあるべき姿は提示されなか

公衛）は医療制度のあるべき姿とし

ので、それに対して、我々の歯科医

いると思われる。国民の望んでいる

療がどのように関与していくかが

歯科医師像として、全人的な視点に

ったものの、将来の医療の方向性

問題となる。そのひとつの答えと

立って患者さんの抱える問題を解決

は見えてきたように思えた。卒研

して、公衆衛生学的な立場で試行

できる、キュアーよりケアーを取り

で、このような企画をこれからも

錯誤して、この問題を追求するこ

入れた条件を備えることが必要であ

取り上げていく必要があると痛感

とで、新しい医療制度や医療の姿

る。このためには、卒前教育の改革

した次第である。

が見えてくると話された。

と卒後研修の拡充とが必要であるこ

「これからの歯科医学教育と研究

の方向性」をテーマに関根弘先生
(東歯大･前学長）にご登壇いただき、

とを強調された。

最後に、各講師に会場より熱心な
質疑がなされ、時間を惜しみつつ座

レセプション会場では、話題性も

あってか活発な意見交換が盛んに行
われ、午後６時30分盛会のなか惜し
みつつ散会した。
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とにかく、会場はすごい熱気に包

いつもの和気蒻々のムードに早変わ

り。対局中なのに雑談に花が咲いて、

まれた。記念大会ということで久し

の賞とは、内容が違うぞ、ヨーシ、

振りに揃った強者の顔ぶれ。遠路は

頑張らなければ！こうなれば闘争心が

るばる参加された先生方が一度にど
っと押し寄せて、準備万端、整った
筈の受付は、右往左往、汗だくの対
応となった。高橋一祐実行委員長も、

湧いてくるから不思議だ。橋本岩男

口で碁を打っているような騒がしさ

幹事長の試合形式の説明の間も秘索

でもあった。中には、時間が余って、

を巡らしているのか、紅潮した顔、

かっての碁仇き同士のなんともはな

顔、顔、挨拶の趣とは異なった緊張

やかな対局風景もみられた。指導碁

先生方の応対にアダプタする始末で

した対局ムードの中、試合が開始さ
れた。プロ棋士も顔負けの超スピー

は、加藤正夫九段と本田幸子六段に

開会時間が20分も遅れた。

二局目、三局目はリラッスムードＣ

よっておこなわれた。普段ではなか

｢先生方には、ご多用のなか、また

ド試合時間。慣れない試合時計。第

なか指導碁を打っていただけない先

文字通り全国各地からご参加いただ
きき感謝申し上げます。今回は記念

一局は負けたくないという対局心理、
真剣そのものの先生方。石音と咳払

生方とあって希望者が殺到して、大

大会ですが、懇親の大会ですから和

いしか聞こえない異様ともいえる重

変な賑いとなった。大竹英雄九段も
応援に駆けつけてくださった。今回

やかな雰囲気でお楽しみくださいＣ

苦しい雰囲気が続いた。しかし数十
分経過すると、でました！「ヤッチ

者の先生方も堂々と賞を獲得ざれ大

ャッタヨ」というポカの雄叫び。こ

会は盛会裏に終了した。

賞として、同窓会長賞、理事長賞、
学長賞、病院長賞がそれぞれ用意さ
れております、いずれもクルーガー
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平成７年４月22日(士）午後６時～８時市ケ谷アルカディア
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囲碁大会熱戦のあとの祝賀パーテ

準優勝の理事長賞、学長賞、病院長

た先生方のご参集もあり７０名を超え

賞は関根学長から、それぞれの受賞

る賑わいとなった。山口秀晴先生の
司会により、五十嵐堯昭同窓会会長

の大会長としてのご挨拶、高橋一祐
実行委員長の経過説明と謝辞、来賓
として関根弘学長、専門棋士大竹
英雄九段のご挨拶があり、河村孝昭

先生（33年卒）の乾杯で祝宴に移っ
た。まだ熱戦の余韻が残っていてビ
ールを交しながらこれからもう－局
と相談している熱烈囲碁仲間、今を
時めく趙知勲本因坊がその昔、治
療にきて水道橋病院の裏にある喫茶
店トミーの２階で碁を打ってもらっ
た話。囲碁部の最盛期には何んと関
東学生囲碁リーグ２部で活躍した思

い出。初心者の先生方の九路盤囲碁
談議。大竹九段、加藤九段、本田六
段をつかまえての楽しい会話。その
忙しいなか、サインをもらった先生
方もいらっしゃって、会場は打ち解
けた楽しい笑いの渦に包まれた。

暫時、歓談の後、第一部の成績発
表入賞授与が行われた。優勝に相当
6４

する同窓会長賞は五十嵐先生から、

ィーは、所用のため対局できなかっ

者に渡された。また特別賞品として、
大竹英雄、加藤正夫両九段の署名捺
印入り著書の抽選が行われた。－番

豪華なシリーズものが当たった先生
の、これは家宝だという崩れるばか

りの笑顔が印象的であった。熱戦の
快い疲れと楽しい思い出を残して記
念囲碁大会は無事幕を閉じた。
受賞者は次の通りです。

同窓会長賞：山崎晃、山内靜、下井進、

平野和夫、伊藤公浮地文雄
理事長賞：伊藤励、安達登、
久保田正義、
田辺明、大塚弘介、後藤和義、
石崎護
学長賞：河村孝昭、河村滋、山ロ秀晴、

秋廣良昭、竹内忠彦、山内恒徳、
小宮善昭
病院長賞：大橋勲、村岡捷也、柳原正義、

林良克、森國和、寺門有二、
上竹成一
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創立１００周年記念。第型回|全国ゴルフ大会
平成７年９月２９日（金）ネ111ケ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース
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同窓会創立100周年事業の一環と

して、第２４回同窓会主催全国ゴルフ
大会が、平成７年９月２９日、母校千

葉校舎に近い袖ヶ浦カンツリークラ
ブにて１８２名の参加者により盛大に
挙行された。
昭和47年第１回大会が武蔵カント
リークラブで実施されて以来、多く
の先輩各位のご尽力により連綿と伝
承できた事は同窓会１００年の歴史の
－頁を飾るものと思われる。

これまでたかだか４半世紀だが、

大会の資料が歴史に埋没し、不明確

な点が多々でてきた。この機会に整
理し、２１世紀を創生する同窓会事業
の一助にできれば幸甚である。紙数
の関係で敬称を略し、理解できる範

囲で略称を用い、重複する入賞者の
支部名、卒業年度はカットした。
歴代大会名誉会馬
第１～８回井上眞、

第９～１２回河邊清治、
第１３～１８回斎藤靜三、
第１９～24回五十嵐堯昭、
6６

己§

歴代大会会長

鐸

［

Ａ－１－

円

第４ロ袖ヶ浦Ｓ50.11.14（金）２１２人

第１～１６回

城谷加寿雄、

80周年記念

第１７～１８回

阿保喜七郎、

Ａ組池田守人（渋谷50)、麻生謡(旭川30）

第１９～24回

五十嵐堯昭

Ｂ組二階堂胤平（渋谷26)、三宅勉（蒲田49)、
シニア鈴木一志（板橋16)、

開催回数､コース名､年月日（曜日)、参加人数、競

ＢＧ小野瀬昇（茨城30）

技方法､優勝､準優勝、シニア優勝、ＢＧ、その他

第５回袖ヶ浦Ｓ51.7.16（金）204人
Ａ組横矢重忠（目黒34)、竹林和久（日本橋43）

第１回武蔵Ｓ47.11.17（金）204人

Ｂ組鵜沢文彦（千葉47)、堤強（中野48)、

自主申告ハンデによりＡ､Ｂ組､シニア55才以上

シニア柳田浩司（栃木15)、ＢＧ小野瀬昇

Ａ組高橋正義(神奈川38)､横田由三(世田谷31）
Ｂ組守谷道明（群馬33)、福富卓(丸の内３９）

第Ｂ回袖ヶ浦Ｓ52.10.14（金）２１２人

シニア阿保喜七郎（日本橋10)、

Ａ組青木精二（深11124)、中川曉

ＢＧ高橋正義

Ｂ組西尾敏生（大阪50)、111手俊（大学50）

シニア五十嵐堯昭（静岡11）
第２ロ武蔵Ｓ４８１１９（金）、190人

ＢＧ富沢惠男（群馬35）

Ａ組福富卓、中川曉（茨城34）
Ｂ組小坂肇（大学44)、佐々木正矩（横浜西

第７ロレイクウツドＳ53.1020（金）

部33)、シニア井上良和（北多摩16)、

208人変則ｷﾔﾛｳｴｲ採用

ＢＧ福富卓

羽田亮（北多摩52)、三宅勉
シニア阿保喜七郎ＢＧ宮奈襄二（北多摩47）

第Ｓ回誠牛Ｓ49.11.11（金）、186人
Ａ組臼井良明(東北歯科大学)､小倉英世(四谷

第８ロレイクウツドＳ54.10.25（木）163人

37）Ｂ組平尾文昭（大学48)、柴山謹一郎

新海聡（渋谷35)、鈴木康夫（神・西湘38）

(麹町41)、シニア児玉良知（麻布赤坂17.9)、

シニヤ板垣正太郎（青森11)、ＢＧ高橋正義

ＢＧ小倉英世
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第９回レイクウツドＳ55.1024（金）181人

シニア斉藤登（千葉23)、ＢＧ小野瀬昇

大町泰彦（千葉43)、東孝一（千葉38)、
シニア守仁郎（荏原15)、ＢＧ柴山謹一郎

第２０回レイクウツドＨ3.10.3（木）２１３人
大学創立100周年

第１５回狭山Ｓ61.11.21（金）161人

中須賀裕介（千葉57入高橋捷治（神相北41）

シニア60才以上

シニア吉田浩、ＢＧ犬飼和春（横浜北部47)、

第１０回袖ヶ浦Ｓ56.11.13（金）187人

南西成田賢二（埼玉43)、東南萩原英生

大学創立90周年及び千葉校舎竣工

(静岡48)、シニア掘春男（世田谷25)、

第２１回狭山Ｈ4.10.1（金）186人

加藤克之（千代田36)、山口弘祐（深'''38)、

ＢＧ成田賢二萩原英生

東南鈴木貞雄（北多摩34）南西佐藤秀夫

シニア城谷加寿雄（丸の内7)、
ＢＧ岡田省平（栃木46）

(新潟47）シニア千葉重博（大森30)、
第１６回キングフィールズ

ＢＧ小野瀬弘記、南西山口公彦（三重62）

Ｓ62.11.20（金）141人

第１１回袖ヶ浦Ｓ57.11.17（金） 182人

武藤彰（渋谷57)、小野瀬弘記（茨城62）

加藤克之、轟稔（品川33)、シニア 亀井利男

シニア亀井利男、ＢＧ萩原英生

第２２回レイクウツドＨ6.9.30（金）２１９人

第１７回レイクウツドＳ63.11.11（金）173人

長久保文夫（山梨43)、村上芳一（静岡47)、
シニア斉藤登、ＢＧ千葉重博、
女性最優秀金子良子（山梨37)、

第１２回袖ヶ浦Ｓ5811.11（金）163人

新ベリヤ

アルバトロス小倉英世

上村晉也（愛知35)、中井英夫（深lll34)、
シニア吉田浩(千葉28)、

小倉英世、今井民夫（千葉47)、

(下谷24)、ＢＧ清水潮（新潟36)、

シニア山村博望（蒲田22)、ＢＧ小倉英世

ＢＧ脇谷隆徳(千葉49）

山ノ内正己、今井民夫、
第１Ｂ回狭山Ｈ元．11.10（金）１６５人

高橋正義、長塚長（横浜北部33)、

西東前田康英（町田48)、南西高宮紳一郎（渋
谷49)、シニア伊藤公（杉並25)、

シニア堀内晴章（神・西湘24)、

ＢＧ前島洋志、南西山ノ内正己（横浜西部63）

第１３回レイクウツドＳ５９１１．８（木）156人

第２３回袖ヶ浦Ｈ6.9.30（金）179人

ＢＧ山本武男（千代田38）

第１９回袖ヶ浦Ｈ２．９２（金）２１０人
第１４回習志野Ｓ60.11.15（金）191人

島田英明（横浜西部39)、那須哲郎（千葉52)、

創立90周年

シニア斉藤登、ＢＧ宝田一郎（千葉55)、

小野瀬昇、前島洋志（中野44)、

山ノ内正己坂井清（三重47）

シニア高梨恒一（日本橋34)、ＢＧ山口公彦、
女性最優秀阿佐見葉子（千葉60)、
ホールインワン中須賀裕介

第２４回袖ヶ浦Ｈ7.929（金）182人
創立100周年
伊豫哲也（千葉63)、高梨恒一、
シニア高梨恒一、ＢＧ高梨恒一、
女性最優秀阿佐見葉子
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平成７年９月３０日（±）東京歯科

定刻の６時、手塚氏のタクトが振

ザークがアメリカの地より故郷のボ

大学同窓会の創立100周年を記念し

り下ろされて、東京歯科大学校歌が

ヘミアを想って作曲したという、あ

て「新日本フイル特別演奏会」が昭

荘厳にそして静かに流れ始めた○

の有名な交響曲第９番「新世界より」

和女子大学人見記念講堂で開催され

思えば今から３０年前、同窓会創立

が演奏されたが、ポピュラーな曲だ

た。我が東京歯科大学が初めての同

７０周年の時には読売日響が演奏して

けに普段余りクラシックに馴染みの

窓生を送り出して100年、今年盛大

くれた校歌を、今回は新日本フィル

ない方々にも十分に楽しんでいただ

に行われる記念行事の一環として企

が奏でてくれている。同窓には本当

けたようであった。流麗な手塚幸紀

画されたこの特別演奏会は多くの同

にすばらしい響きをもって迎えられ

氏の指揮のもと、新日本フィルハー

窓生やそのご家族、そして音楽を愛

たことであろう。校歌は世代を超え

モニー交響楽団の素晴らしい演奏に

する人々に支えられて、大きな盛り

て同窓の心をひとつにするものであ

会場を埋めた1,300有余の聴衆は普

上がりを見せた。

り、しかもこの演奏だけに限って手

段の喧騒を忘れて陶酔し、静かな充

当日のコンサートは、指揮者に新

塚幸紀氏と新日本フィルのご厚意に

実した時を過ごした一夜であった。

日本フィル創設時から活躍されてい

より、本校のオーケストラ部から３

尚、この演奏会の企画は同窓会か

る手塚幸紀氏、そしてピアノには人

人の学生が演奏に加えさせていただ

らの意向を受けて、同窓会創立70周

気実力ともに次代を担う大器として

いたこともあって大変に思い出深い

年に行われたペーター・マーク指揮

国際的活躍が期待されている田部京

演奏となった。

｢読売日響特別演奏会」開催の経験者

子さんを迎えて次のようなプログラ

続いて「ニュルンベルクのマイス

を中心として、中山一六委員長のも

ムで開催された。

タージンガー」前奏曲が華やかに力

と、東歯文化部音楽関係の'５名の同

ＰＲＯＧＲＡＭ

強く演奏され、会場はすっかり演奏

窓が集まり、実に１４回に及ぶ実行委

1．山田耕搾／東京歯科大学校歌

会気分に浸っていった。そして田部

員会を重ねて実現したものであるｃ

2．ワーグナー／楽劇「ニュルン

京子氏のピアノによるモーツァルト

また、この演奏会は本年１月に未曾

ベルクのマイスタージンガー」

作曲「戴冠式」の演奏が始まると、

有の災害を受けた阪神大震災の被災

第１幕への序曲

彼女の得意とするレパートリーだけ

地の方々に対するチャリティーコン

に、その華麗な演奏はしっかりと聞

サートとして開催され、結果として

3．モーツァルト／ピアノ協奏曲第

２６番「戴冠式」Ｋ537
4．ドヴオルザーク／交響曲第９番

ホ短調「新世界より’

く人の心をとらえ、３０分に及ぶ熱演

1,068,784円の義援金を贈ることが

が終わると惜しみない盛大な拍手が
贈られた。１５分の休憩後、ドヴォル

できた。
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収益金を阪神淡路大震災の義援金に
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母溌へ絵画ilMy呈
平成７年10月２１日(士）水道橋校舎1Ｆホール

平成７年１０月２１日（土）午前１１

時から同窓会創立100周年記念行事
の￣環として「高山紀齋先生、血脇

守之助先生、野口英世先生」の絵

大学側の謝辞と同窓会100周年記念

事長、石川達也学長、関根弘前

式典・祝賀会の成功を祈念された。

学長と寄贈する同窓会の五十嵐会
長、小林与一・高橋立夫両副会長

行いすべて無事終了した。

閉式の辞は、中Ⅱ|博史副会長が

画贈呈式が水道橋校舎１階ロビーに

がそれぞれ二手に並び、紅白の２本

引き続き、水道橋グリーンホテル

おいて行われた。玄関を入って最

の綱を掛け声とともに勢いよく引

にて、祝賀の昼食会が開かれた。

も目立つ壁面に飾られた２００号の大

かれ、白い幕が降ろされた。と同

山田画伯からは、この大役の重み

肖像画は建造物の価値観を＿層高

時に、その見事な出来栄えに会場

を限られた時間の中で精根こめて

の全員から大きな拍手が鳴り響き、

完成し、今日を迎えた喜びを述べ

めるものとなった。

当日は、大学関係者７名、同窓会

それがいつしか感嘆のどよめきに

られ安堵と達成感に満ちあふれて

役員２６名と製作者である山田潔

変わり、しばし、胸の熱くなる思

いたように思われた。

画伯が着席し、その他多くの関係

いが充満していた。

者が見守るなかで格調高〈厳粛な

井上理事長から謝辞が述べられ、

贈る人、受ける人、夫々の思い

が１００年を駆け巡っていたのか、先

まず、山田画伯の名筆をたたえら

ほど贈られたばかりの大きな絵の

定刻、司会ならびに開式の辞を

れ、次いで三先生の肖像画の前で

前で記念写真を撮ったり、じっく

梅田昭夫常任理事が行い、五十嵐

挨拶する感激と、ここを訪れる

り鑑賞したりしていた。

贈呈除幕式が行われた。

7４

寄贈を受ける大学側の井上裕理

堯昭同窓会長の贈呈の辞につづき

人々もその由来と功績を高く評価

白布に覆われた大肖像画の前で、

されるであろうと話され、さらに
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願
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東京歯科医学専門学校の卒業式（１９１５年１０月１７日)で祝辞を述べた野口英世博士
(左)は、創立者高山紀齋先生銅像前で恩師である本学初代校長血脇守之助先生(右）
と記念撮影を行った。

山田潔画伯プロフィール

転びＦＴ１子Ｊｋ‐ミ，

1940年、肖像画家山田季幸の次男として静岡県浜北市に生まれる。1969年以
来、全日肖展にて、総裁賞、特選２回、日本美術協会賞、上野の森美術館賞、
神奈川新聞社賞、準特選、文部大臣奨励賞受賞、現在審査委員。１９７８年には、
パリ国立美術大学に留学。古典技法を修得し、ルーブル美術館、印象派美術館、
ボルドー美術館にて多数の名画模写制作の他、仏国、西独の貴族等より肖像画

》

製作を依頼される。１９７９年.８０年、ル・サロン・デ・ザーティスト・フラン

セ展にて「MentionHonorable」賞、1991年、全日肖展文部大臣奨励賞受賞

『

など、国際的に活躍中。
7７
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歴代会長墓参
平成７年11月～1２月

高山紀齋文殊院(杉並区）

奥村鶴吉小平霊園(東村山市）
7８

西村豊治正見寺（中野区）

血脇寺之助八柱霊園（松戸市）

河村弘雑司ヶ谷霊園(豐昌区）

榎本姜彦染井霊園（豊島区）
7９

矢崎正方功運寺(中野区）

中井武一郎吉原寺(中野区）

田丸将士八柱霊園（松戸市）

福島秀策八柞雪園（松戸市）

8０

井上眞本願寺築地別院(杉並区）

河邊清治多摩專園(府中市）

８１

肺法４口の恋鵠廻
それぞれの校舎に息づく建学精神
１世紀をこえた本学の歴史。そして、その歩みをしっかりと受けとめてきた我が
校舎。時代とともに、形はかわれどそこに息づく歯科医学探究の精神はかわらな
い。芝区伊Ⅱ子から時を経て千葉校舎、水道橋ＴＤＣビルヘとの変遷。歯学の雄
としての輝かしい伝統は、今歯学の殿堂としての建物に鮮やかに龍きつづける。

8３

鱒
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本学の前身、高山歯科医学院、芝に開校
1890年（明治23年)１月、高山紀齋先生、高山歯科医学院を芝区伊Ⅲ子町に敷地約１，０００坪と附属家屋を利用して創立。
本学の前身、ここに本学の歴史がはじまる。校舎は、元スペイン公使館として使用されていたもので、１階には１５畳と
25畳の２つの教室。２階は広いベランダと洋風の診療室が2部屋。ひとつは生徒の実習用。ひとつは紀齋の実弟、瓜生

源太郎が主任を務める一般診療室であった。規模こそ小さなものであったが、そこに息づく「着実」「質素」の精神こそ、
この後、本学の建物の歴史を貫く礎となったのである。
８４

Ⅲ脇先生、東京歯科医学院と改称
1900年（明治33年）２月、高山先生の志を継承し、Ⅲ脇守之助先生が高山歯科医学院を東京歯科医学院と改称。同時に、

校舎も芝区伊Ⅲ子町から神田小111町ｌ番地の東京顕微鏡院内に移転。しかしそれは、独自の建物ではなく、あくまでも仮
住まいの印象はぬぐえないものだった。
8５

初めての独立校舎、神田三崎町に建つ
1901年(明治34年)２月、神田三崎町１丁目に移転。本学現在地に校舎を設け、はじめて独立した校舎を持つに至る。こ

の地は、元旗本屋敷という由緒あふれるもの。その屋敷の間取りを工夫し、教室としていかしていた。しかし、学院の
成長とともに新校舎の建設が必須のものとな')、ついに1906年（明治39年）には、守之助一大決心のもと、新校舎の
完成を見るのである。校舎、血脇診療所、守之助の住まいからなるこの建物だが、特に血脇診療所はさまざまな様式を
織りこんだユニークなものであった。その後、時間の経過とともに規模が拡大され'９１１年（明治44年）には、実習室
その他、７３坪３階建の母校校舎増築が完成。1922年（大正１１年）には、９６坪余の敷地に、鉄筋２階建校舎が増築される。
8６

新生本学スタートの時である。
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8７

市川校舎とその役割
1945年（昭和20年）戦後の混乱の中、ＧＨＱの指導のもと奥村鶴吉委員長を中心に歯科教育審議会が設立ざれ戦後日本
の歯科教育体制が確立された。その後歯科大学が設立された。母校ではかねてより、市川市菅野にグラウンド敷地
12,000坪、道路を隔てて校舎用に3,300坪、西300ｍの所の日本パイプエ場約2,961坪等々を手当されていた。大学昇格
が決まると予科校舎が1946年(昭和２１年）に改装整備された。1954年（昭和29年)年歯科教育基準の制定とともに進学課
程２年専門課程4年の６年制となり、1955年(昭和30年）に予科を廃止して進学課程が設置された。
※写真は1954年（昭和29年）グラウンド隣に建築された市川の進学課程校舎

［1981年（昭和56年）稲毛校舎に移転する迄の27年間校舎となっていた］
8８

T､守坦

新たな歴史の１ページ、水道橋校舎完成
1923年（大正１２年）の関東大震災によりすべてが灰儘に帰した校舎の再建構想がはじまる。同じ年（大正１２年）１１月

のこと。新館一部完成、西校舎完成、新館修理完成、東校舎完成など着実に進む計画。1928年（昭和３年）には新校舎
(本館）地鎮祭。そして'929年（昭和４年）１１月には、１年１０カ月の歳月を経て、本館水道橋新校舎が竣工。その規模、
鉄筋コンクリート地上４階、地下１階、総建坪は2,200坪あまりというもの。外装は、ペンシルバニア大学のデンタルホ
ールを思わせるオランダ風のタイル張りで当時としては、斬新、繍泗な造りと話題を集めた。関東大震災からの復興。
歯学の雄としての本学の未来を象徴するかのような威風にあふれたその建て物に、本学の新たな歴史が刻まれた。
8９

ろ日

し

Ⅱ已壹貼壹
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歯学の殿堂、千葉校舎
昭和4年の竣工より３５年以上も経た、昭和40年代になると水道橋オランダ風本館校舎の老朽化が目立ち始める。折しも
昭和55年は本学創立90周年を迎える時でもあった。その時期、本学新キャンパス構想がすすめられていた。候補地は千

葉の稲毛。千葉海浜ニュータウン計画に基づいて、千葉市からの進出要請に応えてのものでもあった。建築用地の収得
からほぼ6年(昭和54年)３月２日に起工式挙行。そして着工から２年４カ月。1981年(昭和56年）６月３０日千葉校舎が無事
完成した。敷地約30,000坪、ここに病院棟、臨床管理棟、実習講義棟、基礎棟、教養棟、図書館、厚生棟、講堂、体育
館、研究・資料棟および各種付帯施設、連動施設が配され、廷床面積は15,1161坪に及ぶものであった。歯学の殿堂は、
装いも新たに千葉市稲毛の地に完成した。計画策定以来１０年余り、多くの関係者の英知と労力を結集して誕生した千葉
校舎。ここに本学は新たな一歩を踏み出したのである．
91

句姜写轌慧鏡.

１００周年を期して、明日へＴＤＣビル竣工
1990年(平成２年)２月、本学は創立100周年を迎えた。そこで創立100周年記念事業の一環として水道橋校舎の新築計画
が推進された。本学発祥の地での本学未来像の象徴としての新築構想という壮大なプランである。地上１４階、地下２階

新水道橋病院を３．４階にまとめ､２．５階には大学の諸施設がおかれ、また６～１４階は賃貸オフィスとし、その収益は教

育・研究事業に還元するとの設計案、方針のもと基本計画は進む。1986年(昭和６１年)２月には水道橋校舎さよならパー
ティも催され、昭和4年の竣工以来、５７年間水道橋校舎はその使命を全うしたのである。新たに「ＴＤＣビル」という
名称も決まり、1990年(平成2年)３月無事竣工の運びとなった。２階に設けられた講堂は、血脇守之助先生の功績を顕彰
して血脇記念ホールと命名され、ホール正面入口には先生のレリーフが掲げられた。ここに、血脇先生は創立100年を
見つめ、そして２１世紀に向かって輝かしい一歩を踏み出した母校を、その発祥の地・水道橋で今後も見守ることになる
のである。
9３

創立Ⅲ周年記念特集
感｣慨の我が同窓会一世紀
｢80.90周年座談会回顧」

「10o周年記念座談会」
｢100周年記念特別寄稿」
本学同窓会の歴史は明治28年にまでさかのぼる。高山歯科医学院創立後約５年

を経た明治28年６月１６日、第１回卒業式が挙行され、当時在学中の有志が主唱
して芝高輪の萬清楼で卒業の祝宴を兼ねて院友の集いを開催した。そして、こ

の時参集した同窓嘘が相談の結果「高山歯科医学院院友会」と命名した交友団
体をつくり、会則を定めて役員を選出したのがはじまりである。以来数えて1

11t紀。ここに「100周年記念座談会」を中心にこれまでの節目であった80.90周
年記念座談会をふり返るとともにその歴史を偲んでみたい。あわせて100周年を

祝し寄せられた「特別寄稿」も紹介する。

Ｂ０周年記念座談会

「当

ＦＬ

８０．９０周年座談会回顧

こちらの座談会は昭和の時代に卒業された方々によって

卒業80年も過ぎると卒業生の数も多く、年代層も幅広い。
そこでお集まりいただいた方々が共通の話題でお話できる
ようにとの願いのもとこの座談会は会場を２カ所に分け、開
催された。

すすめられた。その中でも－番の先輩でいらっしゃる大久

保信一氏の「校歌・校旗制定のころ」についての話で口火

がきられ、昭和4年に完成した「本館の思い出話」「大学昇
格デモ・チョウチン行列」「花澤病院長、西村先生、奥村先
生、遠藤先生、中井先生の思い出」へと話はすすむ。さら

には、時代を反映してか、「太平洋戦争を背景にした学生生

1．テーマ「明治・大正時代の水道橋」

活」「終戦前後の混乱期の在学話」と話はつづき、「終戦前

日時：昭和50年１１月４日（火）午前９時

後の一般診療」等の話のあと、参加者の大畠美津子氏の話

場所：東京歯科大学西別館６階会議室

を中心に「東歯女子学生第１号誕生」の話題が展開される。

挨拶：関根永滋学長山本義茂院長
出席者：井上眞（東遊会）今田見信（東遊会）

河村弘（大正3年卒）近藤三郎（東遊会）

そして最後は「今後の同窓会について」など、建設的で貴
重な討論が重ねられ、２時間の座談会は幕を閉じた。

向井喜男（大正3年卒）高良端穂（大正元年卒）
沢口源作（大正6年卒）永田令蔵（大正10年卒）
司会：伊丹一男（昭和10年卒）中久喜喬（昭和23年卒）
中村泰之（昭和28年卒）
（敬称略）

関根永滋学長のあいさつから座談会は始まった。「私学経
営の苦心談」「大学の現状」「病院の収入」等の話を中心に、
その後、各出席者の楽しい裏話や逸話へと話は進んだ。

｢血脇先生の思い出」「東遊会」について、中でも「当時の

遊びについて」では、思い出話に花が咲く。さらに、「日歯
と医政について」というテーマに話が及び「同窓会の団結
と最近の歯科事情」「東京歯科大学の建設に向かって」など、
座談会というよりは、討論会という感じで活発な話が展開

される。そして、３時間余りの充実の時、最後に山本義茂
院長先生のあいさつで散会した。

………･…･…………………………………･…⑦………･………………………………･……･…

ＳⅢC'周年言H急座談会
テーマ「同窓会創立９０周年に想う」
日時：昭和60年７月８日（月）午後６時
場所：同窓会室

出席者：伊丹一男（昭和10年卒）熱田俊之助 (昭和24年卒）

三浦美儀（昭和27年卒）菊池豊 (昭和35年卒）
安達康（昭和45年卒）鈴木聡行 (昭和59年卒）

司会：梅田昭夫（理事）櫻井善忠（理事）

藥師寺仁（委員）中村泰之（委員）
（敬称略）

2.テーマ「激動の昭和・戦中戦後のころ」

昭和10年卒、伊丹一男氏の「私の体験した東歯50年」と

日時：昭和50年１１月４日（火）午後６時

いう話から座談会は始まった。その後、「教師と学生」「奥

場所：東京歯科大学千代田会議室

出席者：大久保信一（昭和2年卒）小谷虎次郎（昭和4年卒）
大久保一夫（昭和7年卒）重浦靖治（昭和8年卒）
木村哲男（昭和16.12年卒）

どのテーマを中心にそれぞれの方々の在学時代の思い出話

へと話はすすむ。各世代、各学年の時代が反映され、興味
深い内容がつづく。

杉山忠直（昭和20.9年卒）

大畠美津子（昭和24年卒）西山巌（昭和28年卒）
司会：編集委員伊丹一男（昭和１０年卒）
中久喜喬（昭和23年卒）梅田昭夫（昭和27年卒）

中村泰之（昭和28年卒）倉橋和啓（昭和30年卒）
山本啓介（昭和34年卒）櫻井善忠（昭和35年卒）
（敬称略）
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村学長最後の入学式」「東京オリンピックから大学紛争」な

さらには、当時と現在の「学生気質の変化」などの話が

展開され、最後は「新しい水道橋に望むこと」「100年に向
けての計」などのテーマでの話で盛り上がり、意義ある座
談の時間は終わった。

鐸】

１００周年記念座議会

同窓会創立100周年記念座談会

平成７年８月２５日（金）水道橋校舎２階会議室
出席者（卒業年次111頁）

進行

五＋嵐堯昭（同窓会会長）熱田俊之助（同窓会井上後援会会長）

櫻井善忠（同窓会広報担当常任理事）

梅田昭夫（曰歯常務理事・同窓会総務）石川達也（東歯大学長）

角田正健（同窓会広報担当常任理事）

/司窓会７００ﾉ野年に思う

⑪膿:Q難::要＠

挙行された、大学の創立100周年記念式典並びに祝賀会の

行事は、私ども同窓としては、永遠に忘れ得ない感銘の深
い立派な行事でした。

櫻井（司会）－それでは、同窓会１００周年記念座談

いよいよ今度は私ども同窓会100周年、大学の名誉、歴

会に先立って会長先生のご挨拶をいただければと思います。

史を汚すことのなきよう注意し実行委員会、常任委員会な

五十嵐~いよいよ１１月１９日開催の同窓会創立100

どのご協力を得て、本部役員事務局一丸となって準備に

周年記念式典・祝賀会が近づいて参りました。その日を前

かかっております。式典・祝賀会以外に記念行事として８

に、本日はこの座談会にお集まりいただき、ありがとうご

つ項目を定めてありますが、すでに完了したものが3件、

ざいました。

１０月２１日迄で5項目がすべて完了でこれらの行事の準備は

今、櫻井先生のお話にありましたように今日のテーマは

出来ております。

三つの項目に分けてはございますが、それそ､れについてお

さて、当日の参加下さる方は、最低２，０００名を欠けてはこ

互いに自由な発言をお願いし、櫻井先生の舵取りをよろし

まるな、2,500名に近づいてくれると良いが、又一番関心事

くお願いして始めさせていただきます。

は、何と申しましても、一緒に仕事をして来た理事者の中

まず、始めに、同窓会の１００周年ということになります

から不幸にも他界された先生が5名もおられました。「高橋

と、平成2年１０月１４日、天皇・皇后両陛下のご臨席を賜り

善夫先生、村越或雄先生、津島秀雄先生、干保利先生、
9７
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Ｆ可

Ｌ」

福島範明先生」共に同志としてやってまいりました。この

後援会の会長ということで、前同窓会長の斎藤(静三)先生

最後の仕上げにご臨席できなかったということは非常に残

の後を引き受けて後援会関係でお骨折りをいただいていた

念でございまして、心からお悔やみ申し上げる次第でござ

わけでございますけれども、それだけのお立場ではなく、

います。

同窓会に関しては長らくいろいろご尽力いただいていたわ

さて、最近は人災、天災、こうしたものが次々に起こり、

けでございますので、「同窓会１００周年に思う」というとこ

我々としましても非常に苦痛を感じながらも、これに耐え

ろでご発言いただければと思います。よろしくお願いいた

ていかなければならないと思うのですが、その中でも本年

します。

の，月,７日に起きました阪神．淡路大地震。これは大変な
ことでした。そこで、’日も早く見舞いに行きたいので、
２７日に出かけました。
天野、杉山、関、五十嵐の4名でホカロン、ウェットティ

ッシュ等を入れた大きなリュックサックを背負い新大阪→

⑪農琵無電：＠

梅田＝阪急電鉄「西宮北」駅に到着、兵庫県支部長の丸川
萬吉郎先生他二人の方々の出迎えを受けました。丸川先生

熱田－ただいま司会の櫻井先生、また同窓会長の

のお住居の方はかなり被害を受けましたが、幸いご家族は

五十嵐先生からのお話がございまして、その趣旨はよく理

ご無事の様子で何よりでした。

解できました。

約１時間半位歩き続けて丸川先生の自宅へ

辿り着きました。途中は、焼け崩れた建物、
崩壊した大小のビルが道路をせばめ惨謄たる

ものでした。殆どの同窓会員には、電話連絡

すら出来ず後日、私共の参りました意思をお

伝え下さる様、心からお願いして参りました。
そしてお預かりしてきた同窓会、本部、大学
並びに東京都支部連合会よりのお見舞金と、
持参した見舞品をお渡しして１日も早く元気
をとり戻し、再建なさる様に念じて帰路につ
きました。

その後、同窓会としましては、各支部長さ

W麓生き
】

蓮灘鑑輸iAl

んよりの義援のものを一括してこちらから送
るというのでは非常に時間も経過する訳で、

鰯邑

各支部から直接にというお願いをいたしましたところ、全

まず初めに、非常におめでたい意義のある100周年のこの

国の各支部からも、あるいはクラスからも個人からも手厚

座談会に出席する機会を与えていただき担当の先生方にお

い贈りものが届きまして、非常に喜んでおられるわけでご

礼を申し上げます。この100周年というものの重みは平成２

ざいます。関根前学長には、任期中は、各連合会総会には

年に既に大学の１００周年で十分承知はいたしております。

ほとんど同行していただき、平成２年のお返しに大学は物

高山歯科医学院が明治23年１月１８日開校されまして、１００

心両面で協力しますと述べられた。

年が平成2年、５年遅れてこの院友会ができた。名称は違い

６月以降、大学の人事の移動で、石川達也先生が学長に

ますが、それからの１００年というものは大変な時代であり、

就任され、お忙しい中を私共と各地に出張願い100周年の

また歯科医学の歴史のすべてであるというふうに私は感じ

式典・祝賀会には多くの方々が参加される様強く呼びかけ

ております。今日は「同窓会100周年に思う」ということ

をしていただいております。改めてお礼申し上げます。

でございますが、日本の歯科界や、大学、同窓会とのかか

櫻井一今日ご出席の先生は４名でいらっしゃいま

わりあいを考えてみますと大学も同窓会も歯科界も大体基

して、ただいまの同窓会長さんと、それから熱田先生。先

本的には似たものだと思う次第です。

生は現在、同窓会の井上後援会の会長というお立場、その

当然大学と、同窓会の人格は違いますけれども、過去の

前は関口(恵造)先生、浅井(美幸)先生、井上(裕)先生の３

ことなどを読み、また聞いた体験から判断しますと、開祖
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Ｆ刃
Ｌ」

の高山(紀齋)先生、血脇(守之助)先生から始まって現在の

梅田~ええ､８年です。

五十嵐同窓会長、石川学長に至る今日まで血脇先生など先

櫻井－８年の長きにわたって、東京歯科大学ご出身

人が中心となって歯科界をリードし、現在にまで発展させ

の日歯執行部としては現在、梅田先生ただ－人というよう

たということを思い、私も今一緒に考えたいと思っています［

な状況で、いわゆる東京歯科大学だけでなく、歯科界全般

私は昭和20年、終戦の年に歯科に入って学び、特殊な環

という意味も含めてのお立場で今日ご出席いただいている

境下で専門学校生活を送って、２４年に卒業いたしました。

わけでございますので、梅田先生からまた今のテーマに直

爾来、今まで46年間になりますが、その間における同窓会

接関係なくても結構ですから、お話しいただけたらと思い

とのかかわりといいますと、若いうちは比較的薄いもので、

ます。

偉い先生方がいるんだなあというような感じで、大先輩方

梅田私、この「座談会のテーマと内容」という

にはそばにも寄れないというようなことを味わってまいり

資料をいただきましたときに大変時宜を得ていると同時に

ました。たまたま同級の田中省順先生が、当時、東京都歯

むずかしいテーマとも感じているのですが、そのことをふ

科医師会の専務、ちょうど清藤志郎先生が会長であったと

まえまして、少しお話ししたいと思います。

きに社保審査員に選出されましたので、その時分から同窓

会、あるいは医政とかに関心を持つようになりました。
もう一つは、昭和34年に大学の前理事長である鹿島（俊雄）
先生が日歯の専務時代に参議院の選挙に立たれた。その時分
から同窓会というものに対するかかわりができたように思

偶然ではない

⑪１ＣＯ周年の意義⑱

います。爾来、４６年間、特に47年から１０年間同窓会の渉

外担当理事として務めさせていただきました。井上眞会

ご承知のとおり私どもの同窓会は、東京歯科大学を卒業

長、河邊（清治）先生までですね。斎藤静三先生のときは

した方々をもって組織ざれ同窓会の会員構成になっており

私は役員でなかったんです。この１０年間は日本歯科医師会、

ます。時として、特に私どもの同窓会の会員にならせてほ

あるいは医政的には非常に激動のときであったなあと思っ

しいというような先生方もいらっしゃいますが、それはご

ております。

；

くわずかでござい

特に100周年というこ

まして、一定のル

とで私事について述べて

ールに従って推薦

おきたいのです。私の父

会員として受け入

親が明治２５年生まれで、

れ会員となられる

高山歯科医学院が創立し

わけで、ほとんど

て２年後に生まれたので

が母校の卒業生で

す。それで大正２年に東

ございます。それ

京歯科医学校を修了して

からまた東京歯科

おります。そういうこと

大学の教授を始め

で、父親、私と、娘がま

とする指導教員が

た梅田先生のお嬢さまと

卒業生の方々によ

同級で昭和５３年に卒業

って構成されてい

しておりますので、ほぼ

て、それが大きな

100年近く我が家としても東京歯科にお世話になっており、

長い歴史と伝統を物語っています。これは前理事長の鹿島

個人的にも大変お世話になっているということです。後程

俊雄先生が三位一体ということをよく言われましたが、い

また機会がありましたら、お話をしたいと思います。

わゆる大学と同窓会と父兄会を一枚岩だと表現されたこと

櫻井一続きまして、梅田先生は同窓会の総務の主

に通じます。

任さんで、要するに普通の会で言えば専務理事のような形

その点、私も同感で、同窓会の100年というのは結局、

でここ数年来、同窓会を背負って立っていらっしゃるわけ

大学があればこそ同窓会も１００年を迎えられるのであって、

ですけれども、そのほかに日本歯科医師会の常務理事とし

よく同窓というのは偶然自分たちが卒業した学校なんだか

て６年間の長きに…。もうちょっと長いんですか。

らというような意見を持っている人もおります。別にそこ
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で組織化しなくてもいいのではないかと国立などはそのよ

任者であられたというので、先程、熱田先生にもお話しい

うなところがございますが、私ども私学の中で創立100周

ただきましたが、大学、同窓会というのは本当に一枚岩で

年を迎えられるということは、大学の100周年ももちろん

分けることができないような関係です。そこで本来、この

そうですが、この機会に偶然生まれ合わせたこと、その

座談会の企画の段階で石川先生は副学長でいらっしゃった

100周年を迎えることができたということにものすごく深

わけですけれども、石Ⅱ|先生に絶対に出ていただかなくて

い意義があるわけです。

はこの座談会は成り立たないぐらいに思っていたのですが、

そこでどうしても同窓会の200年に会いたいと言っても、

たまたま今回、学長になられました。そこで大学100周年

今の私ではとてもかなえられない。これは当然ですから。

の記念史の編纂の責任者というお立場も含めて、これは大

そういう意味で私はこの100年というときに
かかわった同窓生は幸せだなあと思います。
もちろん－つ明ければ101年。101年は101年

なりの意義があるし、102年は102年のそれな
りの感激がありますが、私はやはり人間とい
す。100年前の卒業生とは少なくとも120年と

…’脚凝●具，Ｅ却早ｊ験Ｉ§鍔１４．ｉ

うのは一つの節目が大切ではないかと思いま
…￣￣￣字,丙抑

か125年前に生まれているわけです。当然生
きていらっしゃる方はいないので、結果的に
は先人が一つ一つ積み重ねてくださったこと
に対する感謝をまずしなければいけないと。
それが－つの節目だろうと思うのです。
それから今度は私たちを取り巻いている
方々に感謝をしなければいけない。そして、

…鐘$…織灘il泌酔檸勒

､鱒
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さらに職業を通じて社会に貢献しなければいけない。そう

学側を代表としてという意味合いではなくても結構なんで

いったことを再認識するというのが100周年の式典であ

すが、まず「同窓会１００周年に思う」というか、受け止め

り、お祝いの会ではないでしょうか。ですから、ただ飲ん

方といいますか、そういったようなことでちょっとお話し

で食って別れるというのではなくて、そのようなことをも

いただければと思います。

う一度自覚していただくためのフェスティバルだと思いま
す。その意味でやはり節目というものが大切になってくる。
どこの100年でもそうなんでしょうが、自分は同窓会のこ

の100周年というのは特にそのように感じます。

`l腱

同窓会の

生いたちと発展

鞭

さらに言えば、これはいろいろな機関で、お決めになっ
たことだと思いますが、座談会には大勢の方々に集まって

いただきたいということがございます。ただ、誌面の関係

石川一東京歯科大学同窓会は、生い立ちから言い

もございますし、また80周年の記念誌、それから90周年は

ましても大学と－体であったという時代がかなり長く続い

記念誌ではなくて特集号だったと思いますが、その中にあ

ているわけです。それは、同窓会の会長、当時は会頭とい

る程度触れておりますので、それ以降のものについて座談

っていましたが、会頭と学校の校長さんは同じだったので

でできるだけ近い将来についていろいろなお話をしていた

す。ヘッドが同じで、卒業生であるか、在校生である力､の

だきたいというのが司会者の意図ではなかろうかと思われ

違いだけだったのです。大きく言えば東京歯科のいわゆる

ます。もちろん100周年の中には90周年誌も、それからも

学校そのものが、いわゆる学校を中心とした一つの活動と、

っと前の70周年誌があったかどうかちょっとわかりません

それから卒業生の活動という、二つのことをやっていた時

が、８０周年誌と90周年誌の大事なところは100年の一つの

代が長く続いていたわけです。その後、会頭制から会長制

まとめとして記録していただきたいと思います。

に移行するわけです。そのときから同窓会長と大学の学長

櫻井_ありがとうございます。石川学長につきま

とが二頭立てになりましたので、そこから一枚岩だとか何

しては、どちらかというと大学１００周年記念史の編纂の責

かという話が出てくるわけです。だけど会長と学長とが

1００

１００周年記念庫識会

Ｆ可

Ⅱ(iiliiiii鯵

別々になりましても、創立以来の伝統は脈々と生きており、

の場合は決してそうではないと私は理解しております。今

一枚岩となっているのです。学校教育を中心とした－つの

後ともそういう気持ちがあれば大学としても大変都合がよ

活動と、卒業生を中心とした活動がつながっている理由で

ろしいでしょうし、同窓会も場合によりましてはそのほう

あります。もちろん、同窓会というのは学校によりまして

が都合がいいことが多々あるのではないかと考えておりま

は全くそんな歴史がなくて、最初から二頭立てで出発して

す。今後、一層両者の絆を強くして、いい意味での学派を

いるところもあると思います。そして一般的には同窓会と

形成し、お互いに切瑳琢暦していくという形で発展してい

学校とは別なんだという考え方が強いと思いますが、本学

けばよろしいのではないかと思っております。

私と｣歯科ﾌt学
野球の思い出

⑪剛速球のサウスポー⑱

室を持っていましたので、出産の予定日がおよそわかるの

で、都合のつく日は母や兄も一緒に私の試合にスコアブッ
クを持ち正規の記録をしてくれていました。
さて、陸野さんの帰られた夜、弟妹を含め７名の家族で

櫻井―ありがとうございました。第一のテーマと

話し合った結果、父から私にお前の意思で決めることが一

申しますか、ちょっと堅苦しい感じになりましたが、これ

番、まかせるから良く考えて決めるように言われた。この

からしばらくの間、やや個人的な部分で「私と東京歯科大

度の肺炎で休んだことは、私自身大きなショックであり、

学」とか、「私のターニングポイント」になったのはこんな

陸野さんの話は、－面私自身としてはもっともな話であり

ことだったとか、または「思い出深い人物」とか、物とか、

救いでもあるように思い東京歯科受験という答えを家族の

事、そういったようなことについてのよもやま話で結構な

前でいたし、２日後に陸野さんに答え、よろしくとお願い

んですが、五十嵐先生からまたご発言いただきたいと思い

致しました。幸い合格し、入学式後野球部に入部。新入生

ます。

が集められ、おどろいたことに飛田穂洲さんの長男忠広君

五十嵐~私は早稲田中学で左投手で頑張っており

が、又新潟県長岡中学の石黒投手（早大で一緒に練習して

ました 。昭和６年、５年生の秋より早大の大先輩で有名な

いて早大に入学した）の捕手だった山田晃君を含め７名

飛田穂 り|'さんの勧めで早大の練習に参加しました。１２月初

が入部しました。４月初めに全部員が集合紹介一…霧爲零曽

め風邪 をこじらせ高熱を出し２０日ばかり
した。 父が医師なので自家入院とか言い

て休み ました。暮近くに私とバッテリー
ツチャーの兄の陸野善一さんという方が
がお話 をうかがいました。｜早稲田でし

ギュラーになったとしても４年間プレ
一トを守れるか？又卒業後の保証は何

もないと思う。私は東京歯科医專の野
球部員で来年３月には卒業するが、お

宅は父が医者、兄さんは日本医大に在

学されているし、ぜひ受験され、入学
されたら学校はスポーツに大変理解が

有るし、医歯薬戦、全国高専大会とい

った楽しい野球をやりながら、卒業後
は歯科医師として将来は保証されてい

ます。３日後に返事を」と約束ざれ帰
られました、父は産婦人科専門で入院
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で開業されている先輩から紹介され、我々東京の者も全員

合宿しました｡４年生4名、３年生1名、２年生2名、１年生７
名、合計14名で10分歩いた所に東京海上火災保険会社のグ
ラウンドがあり、広さも手入れも良く、何といっても水道
橋に行くのに川崎からと異なって乗換えなしで行けるのは
一番有難い事でした。また、飛田穂洲さんのお世話で、中

央大学卒業の三浦さん（捕手）という方に来ていただきチ

ーム全体の面倒をみてもらうことになりました。
７月末より、全国高専大会が駒場球場で始まり、東京農
大、大正大学に勝ち、準決勝で東歯対一高、横浜高商対横

浜高工となり、前日の横浜貿易新聞に東京歯科が－高を破
れば、高商対高工の勝者と東歯の左投手・宮本との対戦は
見物だと言った記事が載りました。

当日の朝早くおどろいたことに､遠藤至六郎先生が奥様
とご一緒に合宿所にお見えになり､激励いただいた野球部長

山崎謙先生に、グラウンドに行<迄の車の中で選手に少
しでも体に良いから、かじるとファイトが湧くからとマム
シの焼いたものを渡されました。ヘビと聞いただけで身が
すくむ私も先生のご厚意と、今から頑張らればと張り切っ
ている時だけに、ある程度の大きさで切って□に入れまし
た。グラウンドに着くと三浦さんも先に到着されていて、

今日のゲームの監督をお願いしますと、山崎先生から述べ
られました。ファースト側の応援席には４年生の総代、今

の鹿島名誉理事長が大きな応援団旗を持って、150人位の
学生、医局員の先生方が真夏の炎天下で応援をいただいた、
あのプレート上からの周囲の様子は今でも目に浮かびます。

昭和8年４月の初めと思いますが、何の授業中でしたか思
い出せませんが、教室に福島先生（当時は学監？）が入っ
てこられて、すぐ市川に行くから荷物を持って私の部屋に

来るように、とのことで早速参りましたら、美津膿運動具

店からバックネットを建てる方向、位置を決めるので、店
の方からはすでにグラウンドに行っているからと電話があ
ったから、すぐ先生のお供してグラウンドに行き、位置の

決定もいたしました。真間駅のすぐそばに十日亭という仕

出屋があり、離れ家が2軒あり、８年初めより、私達は3年間
合宿し、後々の部員もかなり後までお世話になった様です。
医歯薬戦の方は、名の通り（東京医専、日大医学部、日
本医大、東京薬専、明治薬專）（東京歯科医專、日本歯科医
専、日大歯科医専)。私の在学中は3年の時日大に－点差で

負けたことはありましたが、４年間すべて勝ちました。特
に日本歯科とはライバルというかグラウンドも早稲田大学
の戸塚球場を借りての試合の時などは、両校が交通の便の
良さと、お互いに教授の先生まで何人もお出掛けいただき、
1塁３塁のスタンドに300人位ずつはっきり応援団として、
三崎町通りの店屋の人が大勢応援に来てくれました。

遠藤教授、福島教授、矢崎教授、野球部の部長をお授け
いただいて近藤先生は一度花澤先生を案内されました。

昭和８年の夏休みに飛田穂洲さんが私に六大学の東大に
左投手が一人もいないので、他の５校が東大戦に左投手を
多く出してくるので困っているので、山中湖の近い所で夏
は合宿練習をしているから、１カ月近く行って１軍相手に投
げてやってくれとのことで参りました。ｌ軍を相手に2軍が

守備で私がピッチャーとしてプレートにあがり、私の投げ
られる色々の種類の球を投げ、左投手の球になれてもらう
つもりで協力するのです。

私の六大学の試合が始まり、ラジオで運動記者が「某医
学系統のサウスポーのピッチャーが東大の練習に参加した
ので、この秋は東大はそう左に困らないでしょう」という
ことを放送でしゃべったそうです。そして事実慶應、明治
に1勝づつしました。

その当時、東大の試合を神宮でやるというときに、早慶
戦の切符こそもらえなかったのですが、東大とどこという

試合が－綴り５０枚あるのを、東大のマネージャーが全部の
試合の分を私によこすわけです。そこで、得意になって帰
ってくると、あの当時、山崎謙という都立病院に行かれ

た先生が野球部長で、私は非常にかわいがられ、１年のと
きから「昼、おまえ、医局へ来いよ。飯食わすから」とよ

く誘われました。つまり私は同級生というよりも医局の先
1０２
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生と親しくなって

池田だ、=出川だと

しまったのですね。

昔選手として名の通

そうして医局でデ

った方々だったので

ンタルホスピダル

すが、彼らには誰も

というユニフォー

文句を言わない。と

ムをつくって、そ

ころが私にはまった

れで私らが手助け

く逆。私は早稲田中

して優勝しちゃい

学を知っていますか

ました。医局の先

ら、ストライク、ポ

生も自分らも非常

ールのひとつまで慶

に盛んにやったん

應側の観客のほうか

です。山崎先生は

ら野次が飛ぶという

直接やらなかった

ような状況も事実あ

のですが、先生に

ったりしたのですが、

'よ例の東大戦のその切符をそっくり差し上げ、「先生、みん

ただ、面白いのは白木（一二）というピッチャーのことで

なに渡してください」と言って、よろこんでいただくとい

す。私のストライク、ポールの判定で気に入らないと…。

ったようなそんな楽しみもありました。

櫻井一伯木は）後でプロに入ったでしょう。

話が脱線しますが、たまたまその話が出たので、ついでの

五＋嵐一プロに入ったし、それから…。

ことなのですが、市川に女学校がございますね。それであ

熱田一参議院議員（公明党、慶應大学野球部出身）

そこのところへ道路ができるけれども、あそこへ降りる口

になった先生ですか。

がない。これは困るというので、「五十嵐さん、千葉県に

五＋嵐~そうそう、副委員長か何かやっていたで

井上袷という方が東京歯科を出て、県会議員で土木委員

しょう。あの白木ですよ。私がタイムをかけちゃ「おまえ、

長か何かをやっておられるんじゃないですか。その人を知

態度悪いじゃないか。学生野球だからな」と注意するわけ

ってますか」「よく知ってますよ」「実はあそこへ降り□を

です。すると機嫌が悪くなり、キャッチャーから来るポー

つくってくれるように頼んでくれませんか」というわけで、

ルを（グローブにたたきつけるように）ピシャン１ピシャ

私、電話しました。すると、どのくらいたちましたか、そ

ン！と、こういう態度でね。今でも印象に残っております

れほど間を置かずにそれを推進してくださって、私はその

がそういう楽しみをいろいろとやってきました。

ときから井上先生に強い印象を覚えたのです。それでその

櫻井野球に関する面白いお話。ありがとうござ

男も井上さんを非常に尊敬し、またお世話になったという

いました（笑)。それではつづきまして、熱田先生、よろし

ようなこともありました。

くお願いいたします。

櫻井若い先生たちは五十嵐会長がそんなに剛速
球のサウスポーというのはご存じないですから、いいお話
だと思うんです。
五十嵐なんせ早稲田実業が強くて、さらに慶應

のテニスと過ごしたｅ
青舂時代

普通部、慶應商工部が強くて、私が打って、私が投げてで
きるだけ三振を取っていかないと勝てないんです。だから、
準決勝までは行くんです。その後がどうにもならない。

熱田私はターニングポイントというのは特にな

梅田一フォローがないからですね。

いんですが、まず入学のきっかけは全くの平凡な話で世襲

五十嵐それは本当にそうでした。野球に関して

です。父親が歯科医でしたから。それで中学時代はすべて

の逸話はたくさんあるのですが、次のようなエピソードも

運動で５年間を過ごしました。私、小さいときに非常に病

今はいい思い出です。東京歯科の３年のときは、私、神宮

弱でして、特に小学校1年生のときなどは夏休みから翌年

で早稲田実業と慶應普通部の甲子園へ行く決勝のチーフア

の３月の中ごろまで、ず－つと入院していたぐらい弱かっ

ンパイアをやりまして、非常に好評を博したんですが、残

たんです。小学校の５，６年生ごろになってから少し元気に

念なこともありました。ほかの審判というのは六大学の

なりまして、中学時代はそんなわけで身体を優先しスポー
1０３
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ツ専門。両親から勉強をしろということをあまり言われた

してね。道具がなくてもスポーツする知恵とか、若さという

記憶がないんですよ。

ものはありましたね。そのときに五十嵐先生の野球ではない

何しろ、戦時中ですから、中学の先生から呼ばれて士官学

ですが、道具のないのにかき集めてテニスに夢中になった

校を受けろと言われたんですが、うちの父親はそれどころ

りしました。特にその当時、学生部といいますか、運動部

ではなくて、体が大事、それからやっぱり子供に継がせた

といいますか、そこでは予算の分捕りなどがありまして、私

いという＿念で大反対でありました。で、その当時、佐野

はテニス部のキャプテンでした。井上裕先生は相撲部の

健三先生という方がおりまして、その先生とうちの父が仲

キャプテンでして、予算の取りっこをするという会議をや

間だったものですから、その先生に連れられて東歯へ来ま

りますね。あるとき、相撲などというのは裸で取るのに金

して、大井(清)先生、奥村(鶴吉)先生のところへ連れてい

がいるわけはないではないかということで－発やったん

かれて入った。それが昭和20年です。

です（笑)。そうしたところが私の認識不足で、その当時、

その後東京は戦争で焼かれて、そういうわけで入ったは

野球の金がかかるのはわかっていましたが、裸で相撲を取

いいが、周りは勉強できる状態ではないというので、７月

って、あの当時は校舎のすぐ右わきのとこに土俵をつくっ

２２日でしたか、２３日でしたか、秋田に集まれということに

たぐらいのものでしたしね…。

なりました。いわゆる東京歯科が疎開をしたわけですね。

櫻井一水道橋ですか。

櫻井一戦争の最後のころでしたね。

熱田一水道橋。

熱田~ええ。２０年です。それで私たちの学年は秋

櫻井一食堂のこっち側のところ？

田県六郷町という田舎ですね。それから1年上は静岡の韮山

熱田―ええ。裸で取るのに金がどうしているんだと

に疎開をしたんです。話が長くなりますからはしょります

いうわけでさんざんやり合って、そうしたら、認識不足で

が、その秋田時代は非常に食糧難で苦しい生活だった。当

すね。その当時、相撲のまわしなどというのはまったく手

時230名でしたが、みんなが四つの寺に分宿をしましてね。

にはいらなかったのですね。だから金がかかるんだと言う。

櫻井一１学年。

これは随分申し訳ないことを言ったなあといまだに覚えて

熱田一はい。それが分宿したのですが、苦労した

いる（笑)。

ために非常に結束力があると言われてもおるんですね。そ

テニスに限って一言云いますと、テニスの好きな日大出

れで終戦を迎えまして、そのお寺の堂の前で玉音放送を聴

身の織田寅雄先生という方が、あの当時たしか、新潟にお

きまして、泣きながらお堂に引き上げて斎藤久先生の話

りまして、マッカーサー司令部の公衆衛生福祉局のリジレ

等を聞き、自分の出身地に帰れるか、また東京で勉強でき

ー中佐とコンタクトを取りまして、トロフィーを出しても

るかというような苦難の道を経たわけですね。

らったのです。それでリジレー杯争奪戦というのを昭和２３

しかし、幸い、，0月，日から水道橋で勉強するというふうに

年にやったんです。しかも、パレスコート、皇居内のコー

なったのですが、ご存じのとおり終戦後といえども、どんな

トです。私、現在、何の写真もないし、記録もないと思っ

時代でも若い時代は苦しくとも楽しみというのはあるもので

たところ、私が偶然そのことについて「1枚の写真から」
ということで、我々のクラス会の記念

史（卒業30年誌）に書いて、取ってあ
ったんですよ。その当時、大学の先生

方で出ているのは原学郎先生、それ
から亡くなりました外科の医局長をや

りました飯野志郎先生、渡辺兼良先生、
17年卒業生で都庁の診療所におりまし
た。その先生などが硬式テニスをやっ

ておられた。私などは軟式でしたから、

１日、２日ちょっとやっておつきあい
をしました。先生に敗れた。優勝した

のは渡辺兼良先生。その先生が日大出
身の織田寅雄先生とやって優勝なさっ
た。偶然写真が出てきまして、それと
1０４
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同級生で一緒に出たのはアメリカへ行っている堀内實

が慶應の選手で活躍しているころでした。ですから、それ

君。この方が私と同級で一緒に出た。弟はテニスではデビ

以来の野球とのおつきいであり、現在でも、野球場に時折

スカップの候補になった。阪大の出身者で岡英夫君と非

通うというような楽しみ方をしているんです。後、思うこ

常に仲よしです。一緒に組んで出たりするような人なんで

とと言えば、医政家のことですかね。国会議員の方につい

すが、戦後のマッカーサー司令部とのそういうつきあいが

ていえば、100年のうちに歯科医師で国政に関与した方は、

あったというのは非常に珍しいと思います。

中原爽先生を入れその数は20人いる。そのうち本校同窓

五＋嵐ああ、すごいねえ。そのリジレーのカッ

が9名ということなのです。だから、大半はうちの同窓生、

プはどうなってしまったの？

あるいは、それに類するものです。今日は、お名前だけ挙

熱田~私はリジレーのトロフィーは、渡辺先生の

げておきます。野口(英世)記念館の石塚三郎先生。

ところにあると思っていたら、渡辺兼良さんというのはの

杉山元治郎先生。こちらは社会党、大衆党であったのです。

んきというか、人の好い方で、織田寅雄さんがどうしても

衆議院の副議長までやられた方です。それから静岡の山田

記念に欲しいと言われ、あげちゃったと言うんですよ（笑)《

順策先生。この方は静岡県の政・経・財界のいろいろな役

横浜でまだご健在らしいんです。で、昨年の同窓会の懇親

職をやられております。もちろん卒業しているし、私たち

会のときに原学郎先生が久しぶりに出てこられました。

の同級生の叔父です。その次はご存じ田中元先生。先生

liPiji鱗
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このクラスは２３０名。卒業が179名、それで松井先生が

蕊i1Lli 議臨；

いとし会30年記念誌に奇しくも書いておられるのですが。

ですが、歯科関１

｢変種もまた楽し」というんですね。事実変わり種が多い。

．のことについてＩ

見しないまま現在に至っ

憾i;!；鯛Ｉiii鱸！

ています。織田先生がご健在なうちにひとつぜひ実現し’

たいものだなあと。こういう思い出があります。
それから学生時代の秋田については大学でも有名で、

，制

曲牌ｉ
出=■鰯

Ｆ齢

ただいたりした（

｢変種もまた楽し」というのはいいんですが、もっと悪い

絶えず奥村先生の

言葉でこのクラスは「戦争の奇形児」だということを言わ

ところに出向きまして、ご指示を仰いで政治に携わったと。

れ、罵倒に近いクラスの評価を受けたこともあったんです

それで奥村先生も非常に頼りにしていたというわけです。

ね。しかし、とにかくそういう学生生活を送りながら24年

あとはご存じの浅井先生のお父さんだった浅井亨先生。

に卒業しました。現在、４６年になりますが、何とかみん

公明政治連盟と言った公明党になる前に参議院を２期やっ

なやっているのですよ。特に先程も言った井上裕先生、

た。それで息子さんの美幸先生がぼくらと一緒で、大阪府

浅井美幸先生のように特に国会でも活躍するような大学を

会議員から26年間衆議院をやって公明党の副委員長。その

代表するような方々に成長しています。また神奈川歯科大

後、井上裕先生が衆議院に出られ、参議院になって３期

学の教授になった人等もおりますから、「変種もまた楽し」

になっている。そして、関口恵造先生が職域代表といいま

というのはこれはまた的を射た表現かなあと思っておりま

すか、それが国会議員になった。鹿島俊雄先生を飛ばしま

す（笑)。あとは野球ですが、野球の話は五十嵐先生の右

したが、鹿島先生は34年から１８年間やって52年に引退さ

に出るわけがないですから…。ただ、水道橋の学舎の屋上

れたわけですが、－時は３人の国会議員を同窓会は持って

から野球場が見えた当時ですから、後楽園が。当時は別当

おった。それが現在、１人になった。
1０５
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これだけはぜひひとつお願いしたいということですが、

のため経済的に逼迫し、今の神戸医大、当時の兵庫県立医

血脇先生以来、大学も医政特に歯科医師法の制定、明治３９

大の予科へ入っておりましたが、－年でも早く卒業したい

年です。それに専門学校、大学の昇格、すべて血脇先生が

ので東京歯科に編入させていただいたので現役入学者より

中心になって動いてやられたんです。だから、私、さっき

年をとっています。それで昭和27年に卒業させていただき

大学、同窓会というのは基本的には一体だということを申

ました。

し上げたのはそれなんです。一体になってやらなければ歯

昭和27年ということは専門学校の最後の年なのです。そ

科医療の拡大とか、発展というのはできなかった。今後も

れでそのクラスの名前をいわゆる専門学校の最後というこ

とで、字は違うんですが、「千秋会」と、千の秋と書くわ

そうだと思うんです。

いま述べた９人の国会議員すべてが専門学校以前の卒業

けですね。まさか専門学校の専の終わりと書くのもおかし

生。２８年に学部の１期生が卒業しまして現在まで、学部の

いので、千年、即ち長い最終という意味を込めて命名しま

卒業生で国会議員にはまだなっていない。井上先生以来い

した。次の学年には学部の1期生がいるわけです。常に比

ないんです。これはうちの同窓会としても、五十嵐会長に

較されていました。とにかく皆さん卒業して、ほとんどの

もお願いしたことはあるんですが、何としてもこれから若

人が国家試験に合格して各界で活躍しています｡、いま出て

いうちに候補者を立て、また先輩が応援して医政家を育て

こられた懐かしい名前の斎藤久先生が入学当時の主任を

なくてはいけないと思いながら、後援会の仕事に携わって

されたクラスで、年齢差の一番大きい学年です。

私の場合は疎開をしておりましたから、和歌山県人会と

現在に至っているのです。

櫻井「私と東京歯科大学」ではございませんけ

いうのがございまして、本学ではその県人会に入れさせて

れども、この４名の先生の中では熱田先生は先程もご自分

いただき良い思い出がいっぱいです。ところが戦争当時疎

で世襲というようなお話がありましたが、梅田先生も石川

開をして、地方へまいりますと東京っ子とか言われてつま

先生も多少スッと東京歯科大学にお入りになったというの

はじきにされるわけですね、それで私は気性が激しかった

ではなさそうな感じがしますので、そのへんのところも含

ものですから、梅田の兄弟と言いまして私に弟が1人いた

めて梅田先生、よろしくお願いします。

んですが、弟はわりかた温厚なんですが、それのケシを叩
きまして随分悪さをしたものですよ。今はもう仏の梅田と

言われてますが（笑)。その当時は、疎開しますと、その町

人間の運・・・

④いい人にめぐり会えたことＣ

の中にはなかなか受け入れられないんですね。いじめられ

るわけですね。いわゆる今のいじめというんですか。それ

で逆に反発し、悪の大将になりまして、それでもう大威張
りしましてね。だから、和歌山の中学へ通うときも汽車は

梅田一あまり過去を話

したことがないのですが（笑)、

豊

私は東京で生まれまして、おや

じが会社の重役をしておりまし
た。しかしたまたま戦争がはじ
』

まり軍事工場に切り替わったた

めに全役員が交代するという、
が行われました。おやじの郷里
が和歌山なものですから、和歌

山に疎開し、和歌山で中学を卒
業したわけなんです。
終戦直後は、当時、経済封鎖
というモラトリアムが施行され

て預金は一定の金額と学費を除
いてすべて凍結されました。そ
1０６
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熱田先生も私も歯科医師会の会長をやりました

が、会長をやりましてもある程度多くの方とのか
かわり合いはあるのです。特に日本歯科医師会と

いうところはいろいろな業界、歯科の関係だけで
はなくて、別の業種との接触もあります。そんな
中、行政との接触は、熱田会長にいろいろなかか

わり合いの方法を教わったわけです。結局、特別
区の行政も国の行政もそれは同じなのですね。た

だ、予算と規模が大きいか小さいかの違いです。
ですから、区で言いますと、区の行政というのは

課長行政です。そうすると、国の例えば厚生省に
しましても、文部省にしましても、その行政とい
うのはやっぱり課長、課長補佐の行政なのです。
まともに乗車口から乗ったことはないんですよ。即ち、窓

いきなり物事を次官のところに持っていったり、局長のと

から乗るんですよ。それから駅も改札を皆さん通るでしょ

ころへ持っていってそれがうまくいくとは限りません。ち

う。改札なんか通ったことはないんです。駅員の入るとこ

ゃんとお互いの人間関係ができますと、「この問題というの

ろから入っていき、いい気になっていました。若い人は軍

は局長に持っていったほうがいいですよ」というようなこ

隊に入っていましたから威張れたのですね。そんなことが

とまでも向こうが教えてくれるわけです。それもしないで、

疎開のころの思い出ですね。

いきなり私たちが決議文を理事会でつくりまして、ポーン

私が医政の道に入ったきっかけというのは井上眞先生

と局長や次官に持っていっても、成功するわけではありま

なのです。たまたま編集で同窓会の広報を伊丹一男先生と

せん。ですから、そこで議論が長くなる。長くなるうちに

か、中久喜(喬)先生と一緒に委員をしていたのです。その

人事異動がある。平均して２年に１回は異動しています。以

ときの担当理事がたしか伊丹先生だったんですが、井上

前に異動した方がまた元へ戻ってくるというサイクルです。

眞先生から理事に指名をしていただきまして、それからず

これは大切にしなければいけないということが長く役員を

－つとぬけられなくなり今日まで来てしまいました。で、

しておりますとわかります。そんなこんなで私の住んでい

特に医政というのではないのですが、同窓会が大事だなあ

る江東区の行政も、国の行政も全く同じだといえるのです。

と思いましたのは、先程、石川学長が言われましたが、大

でも、私はいろいろなところにいろいろな形で出ていま

結局、大学もその中に含まれてしまうというのが今の状況
なんですね。それと僕はいい意味の学閥が本当に大事だと
思うんです。

変な意識ではなくて、そのような組織がないとこれから

はちょっとやっていけないのではないかと思います。同窓
会というのは本当に同窓の集まりで、母校との関連の下に
一緒にやっていくというのがその姿だと思います。ただ、

それをはき違えまして、同窓会の医政部というものが非常
にいろいろな形で牽制している他校の同窓会も現在ござい
ます。私は村越或雄先生と田中規正先生に推薦をしていた
だいて日本歯科医師会の常務理事に就任しました。それか

らずっと今日まで来てしまったのですが、その日本歯科医
師会へ行って非常によかったと思うことは、いろいろな階
層の人と接蝕することができたということなのです。地元
の歯科医師会は熱田先生と隣同士の歯科医師会なのですが、

がで常てこ当にうばに・のおりれ窓て

とんどが同窓なんですね、ですから、同窓会といっても、

すの非れと本ろいえ会う元に周ま同し

学と同窓会が、大学を卒業した人の集団で大学の先生もほ

１００周年記念陣議会
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五十嵐会長以下、善い人たちに遭遇していますから、自分

科医になったほうがいいんじゃないか。歯科医というのは自

自身が非常に運がいいと思えます。本当に和気あいあいと

由人の職業である。自分の思うことが自分の裁量でできる、

しているので、楽しいからストレスがたまらないのですね。

社会的に自分自身で責任のある仕事ができる職業である。そ

私自身その日その日というものを精一杯生き抜きたいと思

ういうプロフェッショナルを志向したほうがいいのではな

っているのです。１００まで生きるにしましてもあと３０年ぐ

いか｡」と言われたのです。それで、ああ、そうかなあと考

らいしかありませんので（笑)。人間の寿命というのはいろ

えて迷っていたんですが、最終的にはこの学校に入学する

いろな人の話を聞きますと、１００まで生きられるだけの能

ことになりました。

力はあるらしいのですね。それをいかに短くするかという

当時、大学には予科がありましたが、私は、予科は経な

のは、その人の寿命ではないんだと。その人が勝手に短く

いで、学部の編入試験を受けて入学しました。学部の編入

してしまうんだということを言っている学者もいます。そ

試験を受ける時も非常に幸運で、前の大学で習っていたと

う考えると、３分のZ来てしまいましたから、あと３分の１

ころが出てしまったんですよ（笑)。エッカーマンの「ゲー

ですからね（笑)、その日その日を大切にしていかなければ

テとの対話」というドイツ語の本があるんです。私はドイ

いけないなあということです。くどいようですが、私の場

ツ語で受験したんですが、そうしたら、その第１ページの

合は行くところ行くところ恵まれた方々にお会いできると

ところが出てしまったんです。第１ページのところだから

いう幸せに満ちあふれています。出会いを大切にしたいと

よく覚えているわけですよ。だから、あれっと思ってその

思います。

訳を書いたら、ドイツ語が100点だとか、100点に近かっ
たとかと言われましてね。そういうことで編入試験の成績
もよかったらしく、後でほめられました。そしてこの学校

⑪紙8ｔ藤簡と⑯

に入ったんですが、すばらしい友人に恵まれいじめにはあ

いませんでした。予科を３年経過してきますと、大体そこ
で一つのグループができていますから、先程の梅田先生の

話ではないけれども、そこにはいっていくことはなかなか
櫻井~ありがとうございました。では、石川学長、

できなくて、いじめにあう可能性があるわけです。ところ

自由なおしゃべりで結構ですが、プライベートの点でよろしく

が、このクラスの方々は編入試験を受けて突然入ってきた、

お願いいたします。

確か４名ぐらいの我々編入生に対して非常に寛大で、温か

石川私はあんまり強固な

意思で歯科医師になったのではない
んです。かなりフラフラとしていて

(笑)、そして歯科医師になったわけ

です。いま入学試験を受けたら、「志
望は？」などと聞かれたときに、強

固な意志を表明できないと思うんで
すね。そうすると、おまえはダメだ

と言われてこの学校に入れてもらえ
ないかも知れないと思います。先程

来お話が出ておりますが、やっぱり
何かの縁という非常に強いものがあ
り、この縁があって私はこの大学に
入れていただいたのではないかと思

います。私はデパートに就職がきま
っていて、そして上京して来たので
す。その時、この大学の教授から、戦

後ですから、「今ごろデパートへ勤め
たって売るものなんかないんだ。歯
1０８
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<迎えてくれて、すぐお友達になれたということが

あって、学生生活は何も支障なしに4年間楽しく過ご
すことができました。当時、大学は7年制でした。そ
してこれまた志望がはっきりしていないものですか

ら、卒業したら何しようかなと思っていたんですが、
第四代学長の関根氷滋先生に「おまえはおやじもま

だ若いんだ。だから、早く帰ったってしょうがない
だろう。学校に残って少し勉強しろ」と言われたの

で、「じゃ、先生2年ぐらい.…」などといって残
ったら、２年が38年間になりましてね（笑)。それも
やっぱりあまり意思が強固ではないのでフラフラし
ているうちにたってしまったのではないかなと思い
ます。

教授にしていただいたときもそうでした。もうや

めて田舎に帰るつもりだったんです。田舎というの
は三重県です。そうしたら選考のときに教授にする７
1±三重県です。そうしたら選考のときに教授にするからと

という学問をされていたのですが、私があるとき、標本の

いうことで、これまた帰れなくなってしまった。私、長男

ことで、「先生、こんな標本ばっかりつくってちゃ未来はあ

なものですから本当は家を継がなくてはいけなかったんで

りませんね｣。そのころ組織染色というのがはやってきた。

すが、学校に残らせていただいたということで現在に至っ

｢組織染色をやらないと病理学もあまり大きなことは言えま

ています。

せんよ」といってえらく怒られたことがあるのです。そん

また、学生時代から、学校に残ってからも、非常にご縁

なことを助手と教授とが話をするというチャンスがあった

がありまして、私はいろいろな先生の精神的薫陶、いろい

のです。今なくなってしまっているということは今後の反

ろな影響を受けているんです。特に本学の先生たち、私は、

省点といえますね。

保存に残りましたから杉山不二、関根永滋、木村吉太郎、

私はそういうことで大変恵まれた中で勉強ができたの

渡辺富士夫、原学郎、そして長谷川正康先生などのそれ

です。もう一つ、若い時代に何でそうなってしまったのか

ぞれ個性豊かな先生方から、学問的にもいろいろな考え方

よくわかりませんけれども、講師時代の昭和36年から日本

をお聞かせいただきました。それは大変幸せだったと思い

歯科医師会の仕事をさせてもらっていたんです。そしてよ

ます。それとは逆に、今の医局員が非常に不幸だと思うの

その学校の先生方、あるいは歯科医師会の先生方とコンタ

は、教授とか、上の先生と入りたての医局員が話す機会が

クトをとり、お会いする機会が非常に多くなったのです。

少なくなっていることなんですよ。これは今後の大学のあ

この間、ある若い教授の先生がこういうことを言っていた

り方にも関連していると思うんです。昔はもっとサロン風

というので僕はびっくりしたのです。それは、学長就任パ

に、あるいはお茶を飲みながらでも、宴会をやりながらで

ーティーをやった時に、ある若い教授が列席者の様子を見

もいいんですが、例えばもっと個人的に私生活のこと、学

て、「これは石川先生の財産だ。この財産を引き継いでいく

問上のことを聞く機会が割にあったんですね。

のは大変なことだ」と言ったんだそうです。私は直接聞い

しかし、今は、助手の方といいますか、入りたての人と

ていないんですけどね。それは各大学の第一線級の先生

直接話をする機会が非常に少なくなっているんですね。助

方が突然の招待だったにもかかわらずたくさん来てくだ

教授とも少なくなっている。講師とも少なくなっている。

さった。それから歯科医師会の関係の方も来てくださって

本来ならば民主化の時代ですから、もっとみんな積極的に

いました。それを見てそんなことを言ったそうなんです。

話し合えばいいのですが、非常に離れた感じで、はっきり

なぜそんなことが可能だったかといいますと、これは私が、

言うと意志が通じない。通じないという表現の仕方はまず

30代の時から日本歯科医師会などに出入りをして、委員会

いんですが、これはちょっと直さなければいけない。私の

などで、いろいろな方とお会いして、今日に至っているの

時代には非常に恵まれていて、入りたての助手が、助教授

が一つの理由であると思います。そこでお話を伺ったり、

とか教授とかといろいろなことを話をするチャンスがあっ

あるいは議論をしたりして多面的な考え方を吸収できたと

たのです。こんな例があるんですよ。関根先生は臨床病理

思います。表現の仕方がむずかしいですが、一つの考え方
1０９
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に固執するのは考えものだと思います。よそにもっと優れ

その白数先生が大変石川先生を信頼されてＦＤＩ（国際歯

たものがあったら、取り入れてうちの大学の水準を上げれ

科連盟）にほかの人を降ろしてまで先生を派遣された。

ばいい。極端に言うとそういうことになるのです。そうい

そういう事実があるわけです。それから日本歯科医師会と

う点でよその先生方のお世話にも|随分なっているのです。

しましては、社会保険委員会だとか、疑義解釈委員会とい

学問的なことも保健行政のことも随分勉強させていただい

う保険の分野では常に石川先生が公正な立場をとられると

て現在に至ったと思います。そういう影響を受けたという

いうので委員長に長く就任されておられます。それはやは

ことは大変ありがたいなあと思っています。私は、東洋医

り能力と人徳がしからしめるのでしょう。特に、日本歯科

学を少しかじっていますが、これもやっぱり何かの機会に

医師会というところは非常に冷たいところもありますから。

教えられたり、あるいは「ああ、なるほどな」と思ってや

例えば私が自分の委員会をきちんとやっていくのに無能な

っていることが非常に多いと思うんです。ですから、影響

人をいつまでも入れておきますか？そっと任期で外してし

を与えられた先生方のお名前を挙げたら大変多くなってし

まいます。だから、石川先生が私に「梅田さん、ほかの人

まってきりがないのですけれども(笑)。とにかくうちの大学

の銅像をつくるんだったら、僕の銅像をつくってくれなき

の先生方にも、よその先生方にも、大変たくさんの方から

ゃダメだよ」などと（笑）冗談で言われるほど長い期間お

影響を受けて現在に至っていると思っております。

やりになっていられるのですね。議論がまとまらないとき、

梅田私も歯科医師会に長くいるものですから、

先生の一言できれいにみなさん賛成して収まってしまうと

石Ⅱ1先生の言われたことに感銘いたします。結局、石Ⅱ|先

いうのは私自身がその委員会の中に一緒に入っていますか

生はご自分で特に勉強したことがないとおっしゃるのです

らよくわかるのです。例えば、さきの疑義解釈委員会では

が、これはやっぱり天才的な能力なんでしょう。勉強しな

石川先生が委員長でしょう。相当うるさい連中が各大学か

くても委員会とか会議に出ますと、その会合の中で方向づ

ら出席しています。発言を身上とされる方々も、石川先生

けとか、議事内容に非常に詳しいですね。だから、私の委

が入ってこられると非常におとなしい猫の子みたいになっ

員会としても大変ありがたいと思っています。それから他

てしまうのです。それはやっぱり尊敬してるからでしょう。

校の先生方がものすごく尊敬するというのはやっぱり先生

そういう状況がよくあります。

の力量だと思います。自分で特に勉強しなくてもそれだけ

そして先生は、部外審議会というのがありますね。厚生

のものが備わっているのでしょう。公平な立場で申し上げま

省の薬事審議会のたった1人の正委員ですね。行政が委員

すと、他の大学、殊に大阪歯科大学の故人となられた白数

を選定する権能はさすがだと思います。

(美輝雄)学長などはワンマンですね、学長､理事長でしょう

さて、日本歯科医師会というのはＡＤＡ（米国歯科医師会）

鰯
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のような方式でいかなければいけないと思います。開業医

そのころはものすごい食糧難だったのですよ。母校の横

がいくらしやっちよこばつたって知れています。やっぱり

に学校食堂がございまして、配給米から差し引かれて受け

各種のな頭脳集団を委員会の委員として、即ち、経済学者

られる食券でなければ食べられません。この食券を２枚出

も法律学者もいろいろな学者を集めた中で、自分たちの考

しますと、１枚はご飯です。１枚はコッペパンではなくて、

え方と方針を被歴して検討、審議をお願いし報杵書をいた

トウモロコシの粉で作ったパンがあるんです。１枚ではト

だくのが最適の策と考えられます。

ウモロコシのパンしか出なかった。ところが3年生、４年生

私、先程、東京歯科へ入ったお話を申し上げなかったの

の登院されている先輩は同じ食堂でも３０円のオムライスを

ですが、そのことについて触れたいと思います。私の従兄

食べておられた。私たちのクラスは先程述べたように混成

弟が耳鼻咽喉科医院を大阪で開業していましたが、さっき

軍団ですから、試験になると背中をつつくんですよね。こ

も言った通りモラトリアムで経済封鎖されてしまった。

っちは編入でしょう。編入だから出席番号が遅いんですよ。

そこで、それから７年間も行って、しかも、臨床研修をや

猛者連中ばかりが集まっていますから、つい博愛精神でカ

っていたのでは大変だと相談したら、「それじゃ、東京歯科

ンニングに協力するのです。するとオムライスの接待があ

というのが一番古い歯科の大学だから、どうせ自分の龍ま

ります。それがうれしくてねえ。後ろから「おい、オムラ

れが東京なんだし東京へ帰りたいでしょう」といってくれ

イスをおごってやるぞ」といわれるとついその気になって

たことがきっかけで安井学監のもとで編入試験を受け、専

しまいます。苦しかったが良き時代でした。

門学校にいれていただいたという経緯でございます。

歯科医学の未来
「可
Ｌ」

歯科医は社会性を
もつことが大事

鯵

の中の吊ってあるポスターに、昔の常識、今の非常識とい

うのがあった。私は友人と笑いだしてしまった。我々はど
んなにこれが常識かなと思ったことでも、非常識というこ

とが事実あるらしいんですね。それはすべてとは思わんが、

櫻井ありがとうございました。さて、最後は、

そういうような変わり方をする世の中である。とはいって

歯科医学の未来とか、望ましい歯科医師像とか、創立200

もまだ昔の常識は現在だって生きていなくてはいけない常

年に向けての同窓会とか、いわゆるビジョンみたいなこと

識であるということもありますけどね。それはもう社会の

ですね。別にこれがタイムカプセルになって１００年後に見

大部分のことがそうですが、要は、200年後の展望はなか

られるからどうという問題ではないのですが、ややそうい

なかしにくいということなんです。

うビジョン的なところで締めたいと思うのでお話しいただ
きたいと思います、

ただ卒業して現在まで町の開業医としていろいろな苦難
にあいながらやってきた、私の経`験の中から思うのですが、

五十嵐~私がどうこうと言うよりも、未来像や何
かはやっぱり熱田先生がお話ししてくださった方がよろし
いのでは。

櫻井一そうですか。では、最後のまとめを会長先生
にお願いします。

熱田一では私から言いましょう。望ましい歯科医
師像とか、200年に向けての同窓会というのは、こんな難

解なテーマはまずない（笑)。なぜかといいますと、さっき

言った政治の社会で有名な言葉に、「一寸先は闇」だという
ことさえ言われている。また１０年一昔と言った。最近は３
年一昔とも言う人もいるけれども、もっと端的にこれは笑
い話と思って聞いていただきたいんですが、この間、電車
1１１
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望ましい歯科医師というものは歯科医だけの￣方的なもの

るのではないかと思ったりもします。特に、人口構造とか、

の見方というのでは,駄目だと思います。特に血脇先生が言

歯科医師の数だとか。疾病構造とか、また医薬品もいろい

われた例の人間たれということに帰すと思いますが、やっ

ろな開発もされますから。折りに触れてそれをクリアして

ぱり歯科医であって、その歯科医の職業を通じても、また

いかなくてはいけないのではないか、ひとつお互いに頑張

ほかのことでもやっぱりもっと社会性を持たなくてはいけ

っていきたいなあというふうに思っていますね。

ないなと思います。個人個人に思想、哲学はあるでしょう。

櫻井それでは石川先生のお立場からお願いいた

けれども、やっぱり社会性を持つということが一番大事だ

します。

ろうと思うわけです。

石川一同じような考えを私も持っています。です

先般、テレビを見ておりましたら、ジェームス三木が

が、歯科医、歯科界に関係する人達の努力でこの職業が伸

(徳川）吉宗のことで講演をしていました。吉宗は和歌山出

びる可能性は非常に大きいと思うんです。しかし、ただ単

身ですね、中でこんなことを言っていましたね。やっぱり

に与えられた範囲内、人のいっている範囲内で職業をやっ

人間は富みや豊かさを求めるばかりではダメだ。人生を持

ているとある意味では圧縮されてしまう危険性は大いにあ

たなくてはいけないと。その人なりの生きざまといいます

ると思っています。

か、さっきいった思想とか、哲学というものを持った生き

人間は食べることから始まるといいます。食べるという

方をしていくのがいいんだと。戦後、食糧難の時代、物の

機能は何も消化、吸収だけの話ではありませんで、顎口腔

ない時代は一時期、仕方ない面もあったかもしれませんが、

系の運動機能です。その他に、形態的、審美的な要素、あ

今なお富みのみを求めている－部があるというのはむしろ

るいは味覚、唾液などを中心とした－つの分泌物、ホルモ

情けないなというふうに思って、将来はそのような生き方

ンであるかどうかは別にして、そういうものが実は全身の

でなく、自分なりの社会の生きざまをやってほしいなあと

健康と非常に関係しているのです。今まで、そうした点に

思います。

ついてあまり突っ込まれていないのは、とっかかりが難し

学問的なことはわかりません。しかし、先程、総山先生

いとか、あるいは人からあまり突っ込まれない研究をしよ

のお話がでましたが、私が例の日歯の歯科医師の需給の臨

うと思って、そこらへんを避けて通っているからなのです。

時委員会の委員長をやらされたことがあるのです。そのと

しかし、そこを避けて通らないで、正面から挑戦し、歯科

きに清藤先生が調査室を担当されていました。２０％削減だ

医学というもののあり方や位置付けをしっかりと考えてい

とか、４．％にしなくてはいかんとか、いろいろな意見が出

けば、未来は開かれるのではないかと思っています。

ていましたが、そのときに清藤先生が総山先生の一つの論

ただ、人間はどうしても安易に流されやすいようです。

文を持ってきてくれた。中身はどういうことかといいます

ここ30年、あるいは50年を考えてみますと、極端に言って、

と、－つの職業で,｡｡年栄える職業というのは必ずしも多

比較的簡易な処置をしていれば立派な生活ができたという

くない。その例として、たとえば捕鯨。
あれだって長い歴史と言いながら現在、

なくなりつつある。そんなことで安閑と
していればどんなものでも職業として

100年栄えるということは難しいことが
しょうが生命に携わっているんですから。

・－１ＩＬ旧哉蝿盈ｉｒ

あるんだと。しかし、医学の場合は別で

だが、こういう時代であるし、医学、歯
科が分かれた法律のもとにやっていると
いうのは、やはり医政を大事にして十分

な努力を組織としてもやらなくてはいか
んし、個人としても勉強しなくてはいけ
ないと。そういうことによってその時折

1１２

一一

と。５０年後100年後も楽しいこともある
かもしれないが、苦難の時代もやはりあ

畠一--j鱒

U咄鵯r

Ｙ

の対応をしていく以外ないのではないか

鍵鐘灘“。!＃

ム

１００周年記念座談会

Ｆ刃
Ｌ」

Ｉ

｝

ですから、我々が現在の学問や、医療体系

を考えるときには、きちんと物事を把握する
姿勢を持たないと、まるで学生の受験勉強み

たいに、ある部分だけを覚えておけば役立つ

といった考え方が肥大化していくのは非常に
まずいと思うのです。

保存の先生方からも、「先生、教科書を全
部書き直しましょう」という意見をかなり言
われているんです。私が、「そんなことを言

ったって、俺はもう定年だよ」と言っても、

｢でも先生、そんなことを言わないで音頭を
取って下さい」と言われるのです。これは、
学生の試験勉強のために、ある部分だけ覚え

ればあとはもういいんだという風潮があり、

それはそれで否定は致しませんが、何十年か
ところに、先進国の歯科医師の進歩が停滞したと言えるの

たつうちに、それだけが学問であるかのようになってしま
それだけが学問であるかのようになってしま

ではないでしょうか。

っていくことに危機感を持たれているからだと思います。

100年前のブラックの本を私はよく引き合いに出します

学生時代に、ここだけは覚えておけ、ここが一番大切だよ、

が、調べてみますとすごいんです。いわゆる保存の教科書

ここは試験に出るよ、といった話がず－つと続いて何十年

ですが、咀噌論から始まり、肉を噛み切るときは何ポンド

かたつと、今度は学生時代にそういう教えを受けた教師が、

の力がいるとかを、全部克明に調べ、自分たちの職業、あ

そこばかりを拡大して教えてしまうことになるのではない

るいは行う医療行為についての背景を踏まえた本を書いて

でしょうか。もともと、そうでなかったものが、何だか変

いるのです。700ページ程度の、これくらいの（5センチぐ

形した形になってしまっていくのです。

らいの厚さ）本が2冊ですが、その中で窩洞分類について

我々が、今、歯科医学がどうこうと言う以前に、昔の人、

書かれているのは１ページにすぎないのです。日本の学者

つまり創始者たちは歯科医学をもっと全般的に考え、ある

も含めて、ブラックというと窩洞分類を考えますが、それ

いは、歯科医学をもう少し重みのある形で捉えようとして

が書いてあるのは、700ページの本の中のたった１ページな

いたことを忘れてはならないと思います。簡便主義により、

んですよ。

歯科医学もかなり歪められた形になっています。やはり、

梅田一というのは1級から５級までのことでしょう。

思想のある歯科医学とか、あるいは全人的歯科医学といっ

それを1ページしか書いていない。

た方へ戻らなければならないのではないでしょうか。そう

石川－７００ページぐらいの本の中で。

しないと、社会の尊敬を受ける歯科医学ではなくなってし

櫻井ブラックといったら、それしか日本人は評

まうのではないかと思います。歯科医が、ただ単に職業の

価していない。

近道として選ぶ技術論だけが横行することになってしまっ

石川一ところが、咀噌とか、顎口腔系の咬合の話

ては、非常にまずいと思います。

とか。あるいは、前歯の被蓋の話とか、今、補綴の本な

ただ、歯科医の数が多いとか少ないとかいう話は確かに

どでよくみかける絵は古いブラックの本に載っています。

ありまして、一般経済論の見地からも、もう少しよく見極

ある学者はブラックの時代はもうすぎたと言っています。１

めなければならないと思います。これは、歯科医師会など

ページのなかの１行の予防拡大に関して、もう必要ないと

の仕事であろうと思いますし、あるいは厚生省の仕事なの

か、削りすぎるとう蝕をかえって大きくするとか言ってい

かもしれませんが、そういった点もよく考えないと、そう

るのです。確かにブラックが1ページ書いたことの中の1行

いうファクターによっても歯科医学が痛めつけられるとい

に修正されなければいけないところもあるかもしれない。だ

うことも当然起こり得るのです。これは今後、歯科界が一

けど、そのことでもうブラックの時代は過ぎたなどとバカな

致団結して、打開の道を探っていかなければいけないこと

ことをいっているわけです。ということは本を好意的に読ん

だと思っています。

でいないということです。

櫻井梅田先生、同窓会の立場、または歯科医師
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会の立場で先生がお考えになる将来というか、これからど

から、そのようなワクチンができるであろうということを

ういう取り組みをしていかなくてはいけないか、どういう

盛んに言っているわけです。

考え方を持ったほうがいいというようなご意見がありまし
たら、ひとつよろしくお願いいたします。

でも、私は科学の進歩と言うのは、それを正しく認識し
ていかなければいけないと思います。いわゆる歯科医師と

いう臨床家は１対１の診療ということが非常に大切であっ
て、そこにはいわゆるコミュニケーションを十分持った診

④臘麓墨ス⑱

療でなければ臨床家としての使命はありません。それと同
時に今度は地域包括歯科医療というものが非常に盛んにな
ってきております。これは今社会保険審議会でも“かかり
つけ歯科医，,ということを盛んに言われるようになりまし

梅田－２１世紀でございますね、私はこの2000年と

た。ということは、地域の中で公衆衛生的な考え方の中に

いうのは、いわゆるＷＨＯのバームスさんなどによるとも

老人とか、あるいはまた障害者診療というものを度数に分

う歯科医師はいらない時代がここ数十年たったらくるので

けて、咀噛と全身的な関係から医師だけでなく歯科医師も
参入する論議が行われています。
噛めるようになったことによって、寝たきり
老人がベッドから起きられるようになったとい

う報告がしばしばあります。寝たきり老人とい
うのは日本だけだと悪口を言われているわけで
すが、それが噛むということによってある程度
病気も回復するということです。それから口の
中の歯というものは発音や顔貌にも影響してき
ますので、１対１の診療も必要不可欠です。やは

り１対1の診療プラス地域の包括医療。いわゆる

私どもが出向いていく医療というものが非常に
重要になってくるのではないかと思います。近
い将来の大きな課題です。
また、自分としてはこの学校を卒業させてい
ただき、臨床家になっております。でも、臨床
【￣■

家にならせていただいたのはこの学校のおかげ

はないだろうかと言っておりますが、そのくらい公衆衛生

天職として短い時間でも臨床を行っております。
ですから、天職として短い時間でも臨床を行っております。

が発達してまいりまして、いわゆる１本の注射によって抗

臨床に従事しませんといろいろな会議での発言に対して迫

体ができムシ歯にかからない｡そのような講演を日本でさ

力がありません。ですから、今後もそうしていきたいと思

れたということもあります。
しかし、この2000年とあえてお出しになったというのは、

っています。それから、日本歯科医師会の立場としては、
地域医療であっても、1対１の医療であっても、常に自分が

いま熱田先生のおっしゃるように３年一昔だろうと思いま

寝たきり老人である、自分が障害者である、自分が痛みを

す。とても１０年先など読めない時代です。ものすごく進歩

持った患者であるという、その相手の立場に自分を置き換

していると言いましょうか。とにかく今はデジタルという

えて諸事万端に対処すべきだと思っております。

時代なんですね。そういった時代にもう変わってきている

櫻井ありがとうございました。そろそろ時間な

わけです。そうしますと、とても先は読めないと。けれど

ので、五十嵐先生に閉会も含めて、まとめのご挨拶をひと

も、私どもは少なくとも母校とともに創立200周年を－つ

つよろしくお願いいたします。

のメルクマールして進歩していかなければならないと思い

五十嵐私、全国の同窓生とお会いする機会が非

ます。しかし、バームスさんのように歯科医師はいらなく

常に多いのですが、若い人のテーブルへ行っては意見を聞

なるんだ。とにかく１本注射をすれば虫歯にもならない、

こうと努めています。そんな折、今年全国２カ所で「先生、

歯周病にもかからない。そうなれば歯は抜けないわけです

中医協にも出たそうですね」ということから始まって、「補
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綴というものに非常に矛盾を

ある前に人間でなければなら

感じるので、これを埒外にお

ないんだということの教えの

けないのか」というようなこ

もとに守った人というのが大

とを言われる若い方がござい

半だというように信じきって

ました。それはそれとしまし

おりますので、今後はという

て、説明もしました。ただ、

ことになりますと、私は墓場

私一番不思議でならないのは、

の陰からのぞく以外はもうな

とにかく私が日歯に出た時代、

いわけで（笑)。将来、本当

45歳ごろですね、実際に中医

にどうなって行くんだろうと

協に出ましてもいろいろあり

いう考え方はあります。今、

ました。その頃盛んに医師会

石川学長、あるいは梅田先生
の話をうかがっております

と合同で集会を開いて、厚生
省に対して聞こえよがしにいろいろ幟を立てて反対を唱え

と、場合によれば雲をつかむような話で実際に注射1本で

た。これが全然消えているのは満足しているのか、あるい

こうなどというようなことが…。

はやっても価値がないというのか。昔は総決起大会を各地
で行いましたね。

ある程度それに近いものが現れてくるのかこないのか。
そういうことすら見当もつかないというのが実感です。将

昔の開業医というものは少なくとも３年、５年はマイナス

来の医療というものに対しては、我々歯科医師というもの

になってもしょうがないんだ。といって、一般商人と同じよ

もやはり良心を無視しないで、そして我々は国民のためと

うな考えで、自分の家の一部を診療室にして順次改善され

いう考えのもとにということを切に願いたいと思います。

た方々が多かった。

また本日は、特にお役とはいいながら櫻井先生にしても、

ところが、今は、人のやっているのを見ておりますと、

角田先生にしても、終始うまくリードしていただき、私ど

まずいきなり従事者を増やして、そうしてこういうふうに

もも言うべきことも申し上げて、１００周年の大切な座談会

する、ああいうふうにするといって、結局、保険ですべて

の時をもつことができました。

をやっていくんだというような解釈の下に進んで非常に困

最後にお礼を申し上げると同時に今、記念事業の一環と

る人もあるわけです。そこで、これが将来像としてものを

して準備をすすめておりますものにつきましても、順調に

考えた場合、医療の考え方が数をこなして悪かろう…。数

進行していますことをご報告申し上げ、閉会とさせていた

をこなせばそれでいいんだというような考えでやった人も

だきます。皆さま、本当にありがとうございました。

中にはあったでしょう。しかし、人間としてわれわれがこ

櫻井~ありがとうございました。

の学校に入学したときから、少なくともお前らは歯科医で
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｢現在を大切に」
榊原悠紀田郎（昭和12年卒）

100年というのはやはり長い年月である。その足取りはす

佐藤貞勝などと現に活動している方々が増えてくる。

でによく知られているが、先日母校の歴史を語る小さな集

次は終戦後から昭和44～45年ごろまでの世代で、これ

まりで、世代を大きく５つに分ける話をしたことがあった。

は今後の歴史の中でひとつの世代となると考えられる。し

私自身はその分け方では第二の世代の後半のところに入る。

かし、それも、昭和28年の大学卒業とそれ以前の２つに分

第一世代は大まかに大正時代に卒業された方々である。

けられると思う。

実際にはあの大正12年の関東大震災をはさんで、多少雰囲

昭和28年までには高橋庄二郎、田熊庄三郎、西村正雄、

気の違いを感じるが2～3年のことなのでまとめてもいいと

能美光房、井上裕、天野恵、鈴木利夫、梅田昭夫など

思われる。この中には西村豊治、福島秀策、杉山不二、

の方々が含まれ、バリバリ活動中である。

正木正、小川東洋男などの方々が入る。母校の地固めの
時代とでもいえるであろう。

昭和28年以後の方は今あげるまでもなく全くの現役とい
うことになるが、それも昭和44～45年ごろの卒業を境に

第二の世代は昭和に入って終戦までを－くくりにできる

して世代を分けることができるようである。これが第四世

が、これも昭和１０年ごろを境にしてその前後で少し世代の

代とでもいえよう。そして平成以後は何か新しい世代とな

雰囲気が異なるように思える。

るように思える第五世代である。

前半には、北村勝衞、大久保信一、松宮誠一、関根永滋、

こうみてくると新たに100年の歴史の重みを感じるが、

河邊清治、松井隆弘、鹿島俊雄、山本義茂、村瀬正雄、

今日大切なことはその重みなのではなく、今日、現在であ

佐藤新一、三崎針郎などの方々がおられる。現存の方々も

ることであろう。これまでのそれぞれの世代の方々もそれ

おられるが逝去された方々も多い。

なりにその時の“現在”をしっかりみつめてやってきたに

第二世代の後半になると木村吉太郎、高木圭二郎、板垣

相違ない。たしかに今日は、そして近未来には今までなか

正太郎、五十嵐堯昭、加藤倉三、竹内光春、坂本豊美、

ったようないろいろなことが起こりそうな気もするが、や

槇石武則、正岡健夫、山本爲之、渡辺冨士夫、長谷川正康、

はり“現在を大切に”してすすんでほしい。
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「同窓会と私」
長谷川正康（昭和17年９月卒）

同窓会創立１００周年おめでとうございます。心よりお喜
び申し上げます。

〈、歯科医学の発展と研究奨励のため大正14年12月、当時、

基金として1,000円を寄贈され、さらに同窓会から100円を

今年は明治２８年６月高山歯科医学院の院友会の名のもと

支出し血脇賞の制度を創設されたのです。賞状と血脇先生

に発足し、東京歯科医学院のとき歯科協会と改正し､さらに

の顔が刻まれたブロンズのメダルと副賞としてその時代に

明治３４年１２月同窓会と改称してから100年､－世紀を経過

相応しい賞金がついていました。昭和２年11月６日第３２回

した記念すべき年となりました。私のクラスは昭和17年９

総会から授与されました。第１号は奥村鶴吉先生で、私は

月の繰り上げ卒業、戦争をはさんで今年で53周年を迎えま

第25号でメダルの裏には姓名と番号が刻まれています。こ

した。同窓会創立100周年の半ばを過ごしてきたわけです。

の受賞が私にとって大変な励みになり、今日まで心の支え

私は復員後、本学の保存科に勤務しました。しかし、同

となっています。この賞も昭和36年11月第67回総会まで２８

窓会大学支部の会員ではなかったのです。なぜならば、出

名が受賞後、中止なりましたが、同窓会血脇特別基金とし

身地の東京都文京区本郷支部に籍を置いていたからです。

てその名を残しています。この歯科医学奨励の精神は今日

そのわけは、大学を退職した時帰るところは地元支部であ

の「卒後研修セミナー」に活かされていると思っています。

ること、借越なことですが大学と支部との交流の一助にも

また、昭和59年斎藤静三会長のもと監事を仰せつかり多

なると考えていたからで、また、これは私が地元の同窓会

少なりとも直接会に協力できたことも喜びの一つです。私

支部を大切に思っていたからなのです。同窓会本部を父と

は同窓会と大学とは車の両輪であると思っています。それ

すると支部は母親の懐であり故郷の役目をしていると思っ

も太い軸で繋がれているものです。これでこそ、どんな困

ています。いま、大学を定年退職し名誉会員となり、本郷

難な路も助け合って進んでいけるのです。今日まで歩んで

支部会員として後輩諸君と違和感なくお付き合いをしてい

きた路は本学と同窓会にとって必ずしも栄光の路ばかりで

ます。

はなく、苦節もあった100年でした。これからは栄光に輝く

さて、私が同窓会本部と直接かかわったのは昭和32年秋

路を慕進し歴史に残る轍を刻んでいただきたいと思います。

の総会のとき榎本美彦会頭から血脇賞を戴いた時からでし

私事を中心に同窓会との係り合いをのべました。今後、同

た。血脇先生は同窓会がただ会員の親睦の場ばかりではな

窓会の更なるご発展とご繁栄を心より祈念して筆を置きます。
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｢永遠の発展を願って」
佐藤貞勝（昭和18年９月卒）

２０世紀から２１世紀を迎えようとしている今、東京歯科大

戦後大学昇格と大学院設置の大事業が米軍管理ﾄｰで施行

学同窓会が１００周年（－世紀）を迎えたことは、まことに

されましたが、特に大学院設置時に同窓の絶大の協力を頂

意義深く慶賀に堪えない次第であります。

き感謝の気持ちは忘れることができません。福島秀策同窓

この－世紀の変遷はあまりにも大きな変化に富んだ時代

会会長執行部の常任理事として地方への出張で行く先々で

でありました。日本の年号も明治・大正・昭和そして平成

の暖かいご声援とご援助は大いに士気を鼓舞されました。

と４回変わりました。母校も芝伊Ⅲ子、水道橋そして千葉

お陰で今Ｕの発展があります。大学院の建物が1957年に完

(稲毛）と教育の場の移り変わりがありました。名称も高

成し、大学院の機能が充分に発揮できたことは全学と全同

山歯科医学院から東京歯科医学専門学校そして今Ｈの東京

窓の慶びでありました。

歯科大学と１００年の間に大なる発展をとげました。このよ

歯科大学に学位審査権が与えられたのもこの時期からで

うな時代の変化の中で歯科医学も歯科臨床も数限りない進

あり研究に教育に一層充実し、臨床においても益々隆盛に

歩発展と医療内容の向上は驚くべきものがあります。

なり、現在に続いて発展してきております。また、水道橋

本年は母校創立105周年、そして同窓会創立１００周年と

校舎の老朽化は時代とともに如何ともいたしがたく、取り

いうことですが、これは先学諸氏の奮闘の歴史であったと

壊しと、教育、臨床の場を干葉稲毛地区を選ばれ、鹿島理

思います。歯科医学の先覚者高山紀斎先生の後を血脇守之

:事長、関根永滋学長によって計画が進められました。当時

助先生が基礎を確立され、奥村鶴吉先生はじめ花澤鼎先

同窓会長は河邊静治先生でありましたが、会長自ら率先し

生その他優れた先生方によって今日の東京歯科大学に発展

て千葉校舎の建設に協力ざれ現在の校舎が立派に完成した

されたことは同窓各位すでにご存知の通りであります。

のであります。

水道橋時代は､水道橋畔にそびえるあの特色ある建築設
計は都内でもすばらしい校舎でありました。勿論教育内容

現在最新の設備によって学ぶことができる学生諸君はま
ことに幸せこの上ないと思います。

は奥村鶴吉先生､矢崎正方先生､遠藤至六郎先生、榎本美彦

東京歯科大学は血脇イズムを益々堅持し、同窓会創立

先生、斎藤久先生、花澤鼎先生、西村豊治先生方々の

１００周年を記念として、さらに大学と一体化を一層強力に

優れたすばらしい教授陣であり、今尚連綿と発展し続けて

推進し、永遠に変わらない発展を祈念して止みません。

いることはまことに力強く感ずる次第であります。
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「母校とともに歩んだ半枇紀」
中久喜喬（昭和23年卒）

われらが同窓会の創立100周年を迎えるに当たって、母

いながらも幸い一命だけは救われ、両親の出身地茨城へ一

校そして本会発祥の地となった芝伊Ⅲ子坂上の旧校地跡を

時疎開した。その後単身縁故宅に転じ水道橋に通い出した

訪ねてみた。現在は赤レンガの長塀に囲まれた某企業の広

のも束の間、５月にまたまた焼け出されてしまった。７月に

大な駐車場と化し、その昔東京湾の金波銀波を見下ろし、

入って漸く静岡県韮山分校が開校され、２年生は県立韮山

遇かに房総の111波を一望にしえたという月の岬の風情は、

中学校の一室での授業が始まった。学生は大仁町田京の蔵

今や全く想像もつかない。だが明治28年６月にこの地で高

春院など３カ所に分宿し、毎日空腹を耐え忍んで喘ぎなが

山歯科医学院最初の卒業式が催され、更にその後の祝宴で

ら登校した。引率監督は近藤三郎、加藤倉三、柏村信行の３

血脇先生提唱になる院友会の発足が同窓会の起源と聞くに

先生を煩わし、戦禍を乗り越えての集中講義が花澤、大井

及んで、暫し佇み往時を偲んだ。

そして溝上、杉IIlの教授陣によって続いた。終戦までの

ところで私の人生は、大正も末の末東京は下町浅草の開

僅々１カ月足らずの間ではあったが、寝食をあるいは行動

業歯科医の継嗣として始まる。父は古き時代の町医者の常

を共にして戴いた恩師の慈愛を肌で感じえた貴重な体験だ

で朝から晩まで診療に追われ、技工は夜鍋といった日課の

った。また、地元同窓なかでも三島市の山田仲次郎、浅井

連続だった。物心ついた頃からもともに食卓を囲んだ覚え

政次郎、大仁町の塚本良三、土屋勝雄の諸先生から母校愛

がない。でも折にふれ、血脇先生をはじめ奥村、花澤▼西村

にあふれた物心両面の温かいご支援を受けたことも銘記し

先生ほかの大先達や水道橋時代の話を聞かせてくれた。そ

ておかねばならない。

んな親父の背中を見ながら育った私だが、気付いてみれば
母校と共に歩んで半世紀が経っていた。正に夢のようだ。

私は激動の昭和から平成へ、水道橋、稲毛、時には市川
と通いづめ、学生時代を含めてなんと49年、幸運にも最終

さて、私の水道橋時代は敗色日増しに濃くなってきた大

は母校創立１００周年関連の全事業、行事に参加することが

東亜戦争下での入学、そして卒業は敗戦直後の混乱期と波

できた。一方、本会では昭和46年から平成５年まで理事、

乱に満ちた青春だった。学業の傍ら、農村への勤労動員や

監事として母校との一体化のため微力を尽くさせていただ

ら空襲による延焼防止のための強制疎開地帯の建物解体工

いた。この間、全国の同窓各位から賜わった限りないご交

事へと繰り出され、勉学もままならない。昭和20年ともな

誼とご厚情に心からの感謝を申し上げたい。同時に、伝統

れば度重なる東京大空襲のため授業は遂に継続不可能とな

の血脇イズムが脈々として代々の同窓に継承されている場

り、われわれ低学年は学校疎開を余儀なくされ、高学年は

面にもしばしば出合う機会に恵まれ、一層の心強さを感じ

人手の減った教職員とともに母校を護った。３月１０１１未明

入ってきた。ここに改めて母校と同窓会との悠久不滅の繁

の初回の大空襲で一家は着のみ若のまま火の海を逃げまと

栄を祈念して止まない次第である。
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｢先人達の教えを今に、明日に」
堀内實（昭和25年卒）

1895年６月１６日「高山歯科医学院院友会」として血脇先

された奥村一オトフィー賞の受賞者でもあります。

生の手によって発会した我々の同窓会は、すでに100年を

血脇先生と、世界的に著名な細菌学者野口英世博士の関

迎えました。その間、学校は血脇先生の才腕と多数の先輩

係は周知のことです。野口先生は東歯の教授として我々の

の方々の援助と支援により、高山歯科医学院一東京歯科医

先輩の教育にもあたられた方です。ニューヨーク市の北方

学院一東京歯科医学専門学校－東京歯科大学と発展してき

シャンデェイケンという所に、野口先生のかつての別荘が

ました。ひとえに血脇先生、教職員と同窓会の諸氏の活躍

あり、先年東歯が購入しました。その近所は、冬はスキー、

の賜物と思います。世界では100年以上の歴史を持つ学校

夏はゴルフが出来、ジャズコンサートで有名なウッドスト

は数える程しかありません。我々の同窓会は世界に誇りう

ックもあります。何時の日かその地で同窓会の研修会が開

る由緒ある同窓会です。

催出来、ニューヨーク市、ブロンクスの野口先生の墓前に

1993年１１月６日ピエールフオーシヤルアカデミーの総

お参りすることが出来れば素晴らしい事と思います。

会がサンフランシスコで開催され、そこで私は血脇守之助

私はアメリカの東部において40余年の歯科教育と35年の

先生の記念講演をする機会を得ました。講演をするにあた

開業に携わってきました。当地でも近年日本からの患者を

り、東歯に行き種々の資料を入手し色々と勉強しました。

診る機会が多くなり、ただ齪蝕を修復しただけという治療

調べる程に先生の偉大さに心を打たれました。欧米の会員

をよく目にします。アメリカ人の他の専門医に紹介するの

の前で、私は日本が誇る、近代歯科医学の先導者を紹介す

が恥ずかしい様な治療もみかけます。東歯の同窓生にはそ

る栄を担ったのです。血脇先生は1890年代に於て、すでに

の様な治療をしている方は無いと思います。日本各地で治

先見の明を持ち、それを実現するために多くの資材、人材

療を受けた日本人は、今世界各国に出かけています。各自

を集め現在の日本の近代歯科医学の基礎を築かれた先駆者

の口腔内の治療が「日本の歯科治療」として世界の人々の

でした。血脇先生は奥村先生を1905年に渡米させ、１９１３

目にさらされているわけです。局部的な治療だけに限らず、

年には花澤先生を渡欧させました。両先生は帰国後、血脇

口腔全体及び全身の健康を保つ立場から、歯科医師として

先生の右腕となり、学院の教育内容を飛躍的に充実させて

治療にあたって欲しいと思います。アメリカ最古の歯科大

行ったのです。欧米では奥村先生の名は良く知られていま

学は、ポルティモアーにあるメリーランド歯科大学で、先

す。1928年に奥村先生はドクターオトフィーと共に国際歯

年130周年を祝いました。1996年には「アメリカ歯科博物

科学士会（ＩＣＤ）を創設されたからです。今ではＩＣＤ

館」がこの歯科大学内に建設されます。私が講師をしてい

は世界各国総会員数8,000人を有する組織に発展しました。

るハーバード大学歯学部は、総合大学の歯学部としてアメ

欧米の会員達は奥村先生に先立った血脇先生の存在を知っ

リカ最古で、先年125周年を祝いました。東歯も日本最古

たのです。血脇先生が亡くなる２週間前に、当時東歯の学

の歯科大学として105年を経ました。場所こそ違え、伝統

生であった私は父に連れられてご自宅の先生の病床をお見

ある歯科大学が大きな節目を迎えています。東歯の同窓生

舞いしました。今から思えば感無量です。前同窓会会長故

として、今を生きる我々が、先人達から学び、それを将来

河邊清治先生、佐藤貞勝先生はＩＣＤの国際会長を勤めら

に生かせるよう努力したいものです。（ボストン在住）

れました。また河邊先生は、ＩＣＤ日本部会が申請し設定
1２０
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「岐路に立つ歯科界」
坂井剛（昭和40年卒）

今年は戦後50年にあたり、当時をしのぶ様々な行事が行

態がすでに予測されている。“予測される未来，’に対して

われた。５０年代の我々は同窓会100年の後半を日本の激動

は、勇気を持って対応すれば“希望のもてる将来”に変え

期と重ね合わせて生きてきた事になる。ひもじい思いを共

ることも出来る。今、何もしないでいることは我々の将来

通の経験として親の仕事を継承し、真面目に日々の診療に

を捨て、座して死を待つに等しく、次代の後輩達から無能

励んでいる者がほとんどである。

の誇りを受けるに違いない。“立て！立て１今こそ”である。

そんな我々にとって卒後30年間の歯科界の変遷はまさに

日歯代議員として４年半、その間に見てきた歯科界は残念

一遍のドラマを見るごとくである。歯科医師不足で大変忙

ながら急激な時代の変化や国の医療政策の流れに一歩遅れ

しい時期もあったが今では開業するまでにも多額の資金が

るようである。平成9年に施行予定の地域保健法や介護保険

必要であり過剰とも思える歯科医師の参入で、過酷な競争

法についても、具体的な対応がまだ明確でない、後手にま

を強いられる状況となってきている。

わらないように頑張ってほしい。

次の世代は果たしてどんな歯科界で生きていくのか。２１

そんな中で平成元年に提唱された“8020運動”は国民に

世紀の高齢化、少子化の進む日本で我々の置かれる環境は

も解りやすく、全国的に順調な広がりをみせている。この

ますます厳しくなることが確実である。その最大の要因は

運動の基本は個々の歯科医が患者さんのひとりひとりに歯

歯科医師過剰であり、医療費抑制と歯科疾患の減少がそれ

の大切さを認識してもらう様に働きかけることである“か

に追い討ちをかける形となっている。

かりつけ歯科医”の姿がそこに見える。

どれ程過剰なのか。「今後の歯科医師養成のあり方に関す

市井の歯医者として生きた父は時代の変化に適応出来ず、

る検討会」が今年２月に行った試算では2025年の歯科医数

赤ひげ的姿勢を頑固に守り通して逝った。父の魅力ある生

132,000人に対し需要予測98,000人で、その差34,000人が

きざまを２１世紀に立つ息子にどう伝えればよいのか。東歯

過剰となる。わずか30年後の予測数値がこれである対応策

に入学していれば無用の心配であったかも、我が同窓会は

はまだ検討もされていない。

次の100年も歯科界のリーダーであってほしいと思うので

３年前、野村総研は「わが国における歯科診療報酬体系
の基本的あり方に関する研究」の中で１５年後の開業歯科医

ある。

＜キーワード＞・歯科医師需給調整（＝質の向上）

の年収は700万円に半減、対策としては定年制の実施を提

・保険医定年制（＝安心）

言している。我々は後継者の教育費も用意できなくなる事

．“8020運動，，（＝信頼）
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「良きであいに恵まれて」
小池平一郎（昭和46年卒）

同窓会100周年おめでとうございます。何か投稿をとの

詳細については照れ臭いので省くこととして…。

ことですが、自分と大学との関わりについて述べさせてい
ただき、原稿の枡目を埋めることといたします。

昭和46年卒業、前々年の国家試験問題云々事件の後遺症
のためか、国家試験対策委員会は難渋する。皆で鳩首を集

昭和39年東京オリンピックのＴＶ中継を横目で見ながら

め参考書を作ったり、今考えれば、実に真面目に勉強した

受験勉強をしていた記憶がある。昭和40年４月東京歯科大

ものと思う。この時の対策委員会のメンバーは、どういう

学に入学出来た。ピンクのかわいらしい校舎と前庭のバラ

わけか、皆どちらかといえば金運に恵まれず、余り優雅に

が実に美しかった。我々は大学１９回生、通算76期生であ

暮らしている者がいないというのが自慢になるのやら、な

った。一年Ａ組は担任高橋義夫教授、私の隣の席には、大

らぬやら…。

分老けた顔をした立Ⅱ|君が座った。こいつはきっと三浪位

昭和46年卒業の時、将来に向かい何を専攻するやらとす

しているだろうと思っていたが、後日一緒に病理に残り、

ったもんだのあげ<、同級生の仲間に口腔外科を志す者が

良き友、良きライバルとして30年越しのつき合いをする仲

何人かいたが、本学口腔外科は定員無しで門前払いになっ

になるとは知る由も無く、彼のほうでもこちらを横目で見

た。他科へ専攻を変えた者Ｘ名、他大学の口腔外科へいっ

ながら老けた奴だと思っていたそうで、病理の教室で大笑

た者Ｙ名、何とか方程式はＯにならずに成り立った様な気

いをしたことがあった。６年間の大学生活は合唱部と共に

がする。自分は大学院の病理を専攻させていただき、山村

あったような気がする。ＯＢ、先輩、同級生、後輩と、こ

教授と松宮教授の訓導を受ける。今考えてみると卒業より、

のクラブの中にあって、自分と人とのつき合いの輪がひろ

58年に開業するまで、１２年間大学にて勉強ができたことを

がっていった様に思う。無理矢理誘い込んでメンバーにし

恐縮する次第。この間、上條教授、服部助教授、腰原教授

た友、後輩、さぞ怨まれていることとも思うが、自分では

と共に長野県人会を切り回させていただき、現在郷里で長

善行をしたものと思い、仏前にも報告している。そして、

野県歯科医師会においてもこの時々の仲間が大きな宝であ

未だにＯＢ合唱団として活動を続けている｡今年(平成７年）

る。

も９月２２～２４日の３日間を三島市の西原君と渥美郡の惣ト

病理学教室は実に自由奔放な世界で、随分色々なことを

君の幹事で、静岡県畑毛温泉で合宿を行い、第３３回定期演

勉強また経験させていただいた。今でも下野教授のおられ

奏会に備えて特訓（特殊訓練？特別訓練？はたまた特別訓

る病理学教室の方へは足を向けて寝たことはない。今でも

練をしないことか？）をして来た。しかし、何よりも特筆

私の座右の銘は山村教授の「やるったらやる」と、松宮教

すべきことは、我が人生最良の伴侶を得たことだと思う。

授の「人と云う字の如し」である。

1２２

「Ｊ

ＦＬ

１００周年記念特別寄稿

｢今こそチワキズム継承の時」
小林顕（昭和56年卒）

「職業によって人が生きていくのではない、生きた人によ

時の流れに乗り遅れたくはないが、さりとていたずらに

って職業が営まれていくのである。すなわち仕事の性質や

改革の波に踊らされたくもない。しばらく静観していたい

結果よりも、まず人を考えなければならぬ。しこうして

と思っているのだが、それでもそろそろ渦中に巻き込まれ

人々出発して仕事あるいは職業に進み、遂にそこに大成を

つつあるように感じられる。今年で20周年を迎えたＴＤＣ

みるにあらずんば真の大成といいえない。正しい道を歩ん

卒後研修セミナーでは、４月に「新しい時代の医療の姿」

でいる個性をいつでも自分自身に見いだすことに努力する。

というテーマで活発な議論を展開している。

それが向上だ。そうしてそれがお互いに尊重されることに

日々の診療に明け暮れ、押し寄せてくる多種多様な情報

よって社会がよりよく保たれるわけだ。そこには競争も争

にとまどい、ややもすると歩むべき道を見失いかねない今

闘もない。お互いに扶けあうことこそあれ－．偉大なるチ

日この頃である。“一生自分の歯で噛もう,,という“8020運

ワキズムの最後はここになければならぬ｡」（東京歯科大学

動”にからんで、「予防」や「プラークコントロール」とい

百年史：140頁）

う言葉が独り歩きを始めた感もある。ターミナルケアー、
クオリティーオブライフ、インフォームドコンセントとい

ベルリンの壁が打ち壊されて以来日本では、５５年体制の

った横文字が並ぶと、これまでとは異なる“新しい”何か

終焉、バブル経済の崩壊、景気の低迷と続き、リストラが

が始まるかのようである。しかし、実は、医療の原点、あ

闇歩して久しい。価値観の多様化高齢化社会の到来、経

るいは本質への回帰を指向しているのではあるまいか。

済の安定成長、成熟社会、といったキーワードが跳梁し、

複雑な議論はよくわからないが、現実の問題として明日

現代はまさに、明治維新、太平洋戦争敗戦に続く第３の改

も`患者さんを目の前にする我々には、なんらかの拠りどこ

革の時期であるという。医療分野にも、ターミナルケアー、

ろが欲しい。1895年の高山歯科医学院第一回卒業生に始ま

クオリテイーオブライスインフォームドコンセントなど

る東京歯科大学同窓会の100年の歴史を思うとき、チワキ

の用語が登場し、新しい医療への模索が始まっているよう

ズムの継承、発展が、これからの歯科医療を考える上での

に感じられる。

拠りどころであらしめたいと願う。
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｢歯学に従事する責任と喜び」
石崎篭（平成5年卒）

同窓会創立100周年を謹んでお慶び申し上げます。１世

教育、第3学年の基礎実習の教育にあたり、臨床、研究、

紀という永きに亘る歴史と伝統は、これまでの先輩諸氏の

教育の３つのサイクルに充実した毎日を過ごしています。

たゆみない研究努力と社会への貢献の賜であり深い感慨と

私は幼い頃から開業医である父の後ろ姿を見て育ち、漠

共に心より敬意を表します。私が母校の門をくぐったのは

然と自分も同じ道を進む夢を持っていました。地域医療の

9年前の昭和62年のことでした。その年の世相には日本で

発展、充実化を望みとする考え方に影響を受け、やがてそ

初めてノーベル医学生理学賞を利根川進先生が受賞し、修

れは私自身においても将来の明確なビジョンとなっていき

学中には平成への移り変わり、ベルリンの壁の崩壊、湾岸

ました。父は昭和34年卒（ジーベン会）の同窓ですが私は

戦争の勃発、そして日本経済の一転などがありました。

やっとスタート地点についたばかりです。父を仰ぎ歯学に

あの頃毎日を共にした同級生たちは今、各々の分野で４

従事する現在を大きな喜びとし、また誇りに思っています。

年目を迎えようとしています。先輩諸氏同様に臨床医とし

私たちを取り巻く環境が益々厳しさを増していく昨今に

て、研究員として、あるいは進学、留学等各自が望むとこ

おいて、理想の診療と経営を両立きせ継続していくことは

ろに従って全国で活躍していることと思います。

難事業であるかもしれません。また個人に至っては周知の

私は卒業後、千葉病院の歯科補綴学第一講座に入局し、

通り、歯科分野は既に過剰の時代ともいわれています。し

臨床、研究に従事しています。若輩の身ではありますが

かしその様な状況下にあってこそ医療に携わる者として真

｢やりがい」についていえば、やはり患者の方々からの感

のあるべき姿勢が問われてくるでしょう。２世紀目に向け

謝や激励のお言葉をいただいた時に深く感じます。自身で

て、同窓会を中心に先代から現役そして後輩へとその誇り

は全力を尽くした補綴物もやはりその成果は、患者本人の

高き建学精神と伝統を受け継ぎ、母校を支え共に発展して

評価が全てであるからです。またその他には登院生の臨床

いきますことを切に願っております。

1２４

同窓Ａ寓報の歴史
母校をはなれて、心をつなぐ同窓会報
一同窓会報にみる100年の歴史一
同窓会報の足跡についてふり返ってみると、明治28年６月１６日高山歯科医学院

第１回卒業証書授与式後に本同窓会の前身である高山歯科医学院院友会が発足
し、その機関雑誌として同年1o月に創刊された「歯科医学叢談」は学術誌と同
時に同窓会の機関誌でもありました。この史実こそが同窓会報のそもそもの誕
生なのです。この後明治33年３月に「歯科学報」と改題され、格調高い月刊誌
として連綿と続いたのですが、さきの大戦中、用紙事情の悪化により、昭和１９

年６月第49巻6号をもって休刊を余儀なくされました。しかし、その後時代の復
興とともに再刊され今日に至っております。かくして「同窓会報」として昭和
22年10月第1号が発行されてからまもなく300号になります。その発展を喜び、

時には友のことを思い、その活躍に励まされたりと心の絆のようなその存在。
その１ページ、１ページにさまざまな歴史を紹介します。

第１号～第14号MlyiW〃年１０月~25年５月)

記念すべき第１号の発行は、昭和22年１０月。「東京

もので、伝えたい内容を的確に掲載されている。
戦後の歯科医学の歴史をうらづけるかのように数

号にわたりＧＨＱ関連の情報が多いのも特徴で、
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時代の流れを感じさせる。
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ド版の両面刷り１枚もの。いわば新聞といった形の
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行が決まる。形式は第１４号までが同じでタブロイ
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歯科大学同窓会報」として全会員に配布、年６回発

慧慧鰯霊濯溺蓉
創刊特集―奥村鶴吉学長の謝辞

東歯大設寺記念式報告一ＧＨＱサムス大佐祝辞
血脇先生－周忌追悼会報告

第53回卒業式挙行の模様
第43回同窓会例会報告

市lll菅野に東歯大予科一近況報告
自由討論会「今後の歯科医業は如何にあるべきか」
連合軍最高司令部の勧告

「これからの歯科医療の制度はどうなるか」
第54回卒業式挙行の模様
第45回同窓会例会報告
花澤鼎博士彰功会創立
花澤鼎博士彰功式典挙行さる

役員会運営資金募集を決議
花澤教授逝去

編集兼発行人第１～２号高木圭二郎
第３～１４号加藤倉三
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第15号より形式がＡ３サイズ４頁構成に変更。号を
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の本質を伝えている。
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科医学の発展を基本に絆を深めるという本同窓会

□石口石ロ吉ロ言巨石巨右□呑口呑口言

く、単なる同窓会誌の枠をこえ、紙面の性格が歯
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重ねるごとに内容も充実。学術的なレポートも多

饗蕩鰯鐘議繭容
母校創立60周年記念式典挙行決定
母校創立60周年記念式典準備報告

母校創立60周年記念式典挙行報告
奥村学長日本学術会議会員に当選
第５６回卒業式挙行の模様

母校創立60周年記念論文審査経過報告
アメリカ歯科使節団７月１０日母校訪問
本会第57回総会開催の報告記事
血脇、花澤、遠藤三先生を偲んで
本会第60回例会開催
編集兼発行人加藤倉三
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1２８

150号までの２０年間の歩み。１０号ごとの目次をみてもわ

二iii/f策些

かる通り、掲載内容も多岐にわたっている。それととも
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に、見やすさ、読みやすさを重視して、Ｂ５判、タテ組み、
8頁構成に形式がかわる。毎号に掲載されている「支部の

うごき」、「クラス会だより」も充実し、本同窓会員の各
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地での活躍ぶりがうかがわれる。100号を期に、表紙の題

鞠

雛乞十鐵蕊摩錨魁蕊

抑鱒

鶴理皿

織鰹趣鴛

側郎

魔窺愈

字は同窓会長直筆のものが使われるようになる。

霧

通

副生止

知
訂１回4）蕊J７Ｆ１

Ｉ

瀞議鑪襲瀧灘議
第24号

…１瓠

琵。可

騒醗

圃馨

認

･専門学校最終の意義深き第５７回卒業式
･過般の日本歯科医師会役員改選に際しての
我が同窓会の態度

第40号

･東京歯科大学大学院各部委員決定、建設委員会発足
･第一回アジア歯科学術会議開催準備着々進む

第50号

･第６２回総会開催予告

･大学院問題その後
･感謝の巡歴（榎本美彦）
第60号

･母校新館落成、大学院開設記念式典挙行
･鹿島俊雄後援会設立総会開催さる
･国際歯科学研究会総会出席記（田熊庄三郎）

第70号

･本会第６５回総会開催通知
･ヨーロッパの国際学会に出席して（米澤利一）

第100号

同窓会創立70周年記念事業記念事業計画着々すすむ

解説「ラジオアイソトープ」三崎釘(郎

Ｉ

第120号

･総会開催さる・次期会長に福島秀策先生決まる
．シンポジュウムが総会当日開催さる

第140号

･会務運営に当たっての心構え（井上眞）

･金属床総義歯を作る際の注意（鵜養弘）
･大井先生のご逝去を悼む
第150号

･第77期生の「要望」に対する回答と
その後の経過について

･松本、東北両姉妹大学の現況

編集兼発行人加藤倉三～関根永滋～渡辺富士夫～伊丹一男
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第151号より、Ｂ５サイズ、横組みのものになり形式も一

変。ページ数の増加とともに製本という形をとり、本格
的な会報誌としての趣きを前面に打ち出す。表紙も多色
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刷りになり菊池豊先生による英文字のパターン化デザ

インで新鮮さを出す。「巻頭言」や「会員トピックス」、

９

｢すいどうぱし」欄等々内容に、編集委員会の努力と工夫
が反映されている。
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･恒例新年交歓会なごやかに開かれる
.医政懇談会実質的に発足
･教室訪問市川病院

第170号

鶴霧 鱗rAi蕊ii蕊’１
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･関根永滋学長急逝さる

･松井隆弘教授の最終講義、記念パーティ
･会員トピックスー

香港在住40年満87才を迎えてなおも頑張る
下川害久先生（大正３年卒）

第190号、東歯大教授上条雍彦博士逝く

゛卒研かわら版より「セミナーのこころ」
編集兼発行人伊丹一男～中久喜言
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母校創立90周年を期に、第205号よりカラーグラピアの
ページが登場。各号では、そのカラーという特色をいかし、

.

Ｆ

＄

完成なった千葉校舎の中庭やモニュメント、周辺のスナ
ップ、水道橋校舎のスナップ等、読む楽しさだけではな
く、見る楽しさも充分に考慮した編集となっている。ま
た、このカラーグラピアページについては、第273号よ
り地域支部単位で会員の作品の掲載がはじまり、さらに

第２１９号からは、同窓国会議員の「後援会だより」がス
タートするなど、同窓生みんなでつくる会誌としての特

色を色濃く出している。そして間もなく300号へ。時代
とともに重ねてきたその歴史。形態はさまざまに変われど、

そこに息づいている心の絆のつながりは変わらない。今
後も会員の皆様とともに、さらに充実した会誌づくりは
期待される。

Ｉ

慧篝醗蕊蕊鱗議
第205号・東京歯科大学同窓会の新役員紹介
・新年交歓会開催さる

第210号・カラーグラビアー千葉校舎の庭
・誌上講演会（学術欄）
第230号・水道橋校舎新築にあたって

・水道橋校舎の外壁タイル記念領布
・母校出身医大教授訪問（連載）
・飛行機事故と個人識別

第250号・全竹哲也学長再任、母校新人事発令さる
・水道橋校舎（ＴＤＣビル）上棟式挙行
・ＴＤＣ卒後研修セミナー'８９プログラム
第270号・山崎ＦＤｌ会長のご逝去を悼む

・能美光房先生、奥羽大学学校就任祝賀会開かれる
第287号・輝く100周年、誓おう躍進、集おう我が同窓
（参加呼びかけ）
・石川達也先生の東京歯科大学学長就任を祝う会
編集兼発行人梅田昭夫～櫻井善忠
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私のｲﾄﾞiiiﾉ蔵スナップ
一今よみがえる熱きキャンパスライフ、青春の時一

写真提供山□秀（昭和４年卒）

高山歯科医学院の人々・前列右に座っている人が
高山歯科医学院第１回卒業生111口秀先生の父君、
山口佐先生。後列右から２番目は野口英枇博士。

篦二一砿群馬癖
山江怯舎

巍礎巍笈少篭司聲卸卒鴬試問
二魔診た／學科蔓及簾索総豊

竃守鐙冥

歯科生錘裏雪講師通山祷舎
鐵科禁物幕講師詔野簿爺

歯科濃術學辮識榎本積一
議科病錘鶴，辮函青山篭郎

歯科鮮割夢辮辨藤島大萸

徴斜羅減學騨桝一汁遮典

明鑑》一十へ謙一〈月才宍圖

写真提供山口秀（昭和４年卒）
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寓鰯歯科藤學瀧長獲莅窩囚誕齋

って記載されたようです。

鵜講師”篭鯛農協，議〆卒鴬
護診渡輿褒

尚、下段の卒業証書は名前が「山口佐古」と間違

私のｲｌｉｉｌ蔵Fスナップ

伊勢神宮参拝記念真中が血脇先生、他は三重県の同窓の方々です。写真提供寺本康郎（昭和33年卒）

昭和１５年４月２８日静岡大火慰問演奏会静岡市公会堂

東歯ハーモニカ・ソサイティ、市原綾子、和田ハーモニカアンサンブル、白百合会
写真提供佐瀬進（昭和１３年卒）
1３５

私の秘蔵スナップ
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昭和１６年５月３日習志野演習場にて、一志会員の諸兄

写真提供伊佐津正昭（昭和１７年９月卒）
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昭和１６年７月１５日解剖学教室にて夏期講習
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写真提供伊佐津正昭（昭和１７年９月卒）

私のiii【蔵スナップ

昭和１６年頃弓道部・卒業生送別会

写真提供伊佐津正昭（昭和１７年９月卒）
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資料提供長田稔（昭和２３年卒）
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今も生きてる東歯大イズム
－母校を巣立ち、各地で活躍する同窓生一
各学生同士の連帯。そして各支部での世代をこえた絆は、何にもまさる貴重な
財産。東京歯科大学での学びの時間の誇りと思い出とともに、東歯大イズムは、
同窓生各人の心に今も脈々と息づく。

ＨｎＫＫＡｌ[､⑪

北海道地域支部連合会

（

（
管区より移住せる者12名なり、故に前年

高山歯科医学院、東京歯科医学院、東京

年記念式典を執り行うべく、現在鋭意そ

に比するに８名増加せり。これを資格に

歯科医学校の卒業生が集まり同窓会の設

の準備におわれている状態です。私ど

よりて区別すれば試験及第25名、従来の

立を決定した。春秋２回の集会を札幌と

も、過去に一度も周年行事を開催した経

開業1名、私立専門学校卒業７名なり」

小樽で交互に開くこととし、全道各地の

験がなく、またその誕生日すら暖昧のな

と記されている。分布は札幌区７名、函

同窓生にも呼びかけ、逐次集会参加者も

かに永年過ぎてきた有様でした。せめて

館区５名、小樽区４名、旭川区７名、釧

増加してきた。これが北海道における同

誕生日くらい明確にしておきたいとの趣

路区４名、室蘭区４名、余市２名、岩内

窓会の始まりである。

旨の基に先年、先輩諸兄にお集まりいた

1名､寿都１名､根室１名と記されている。

大正７年にかねてより北海道同窓会よ

同窓会の沿革としては明治１８年北海

り要請されていた同窓会の名称が血脇

本年10月１４日に当同窓会は創立80周

だき座談会を開催いたしました。

道開拓使の招きにより同窓生高木五三郎

守之助校長より｢北光会｣と命名された。

り大変貴重な資料ならびにお話を伺い、

函館に来る。（日本における歯科医師の

その会則に「毎月の例会は10日と定め候

大正４年創立したことが明らかになり先

祖/｣､111番英之助門下の逸材）同23年函館区

も、例会に小樽と札幌の相寄らむことは

述のように記念式典を開催する運びにな

大町に歯科医院を開業し定住する。横山

不可能なるべし。只、春期における定期

りました。

篤次郎とともに江差、根室等を巡回診療

総会のみは是非とも合同にして之を催さ

現在記念誌作成の準備に係っておりま

した。同27年｡､堀乾三郎が小樽に、同２８

むとするにて候・会費は毎月50銭づつに

すので、沿革及び歩み等その中より抜粋

年長谷川千代三が函館に、同29年長谷Ⅱ｜

て１０銭を茶菓料として残る40銭は旅行

して記載させていただきます。（歯科学

光太郎が'1,樽に、同33年林清太郎が札幌

遠足の費用として積み立てる事に有之

報、北海道歯科医師会会史を参考資料と

に、島田作夫が｡､樽に、下国翼が岩内に

候」とある。（歯科学報第23巻11号）

しています）

それぞれ開業している。

その席上、故太田秀夫先生（小樽）よ

(1)同窓会黎明期

明治41年に北海道歯科医師会が創立

・大正７年８月血脇守之助、奥村鶴吉両
先生来道される。

新天地北海道においては、1875年(明

認可、会長に高木五三郎、副会長に｣､堀

歯科学報第23巻９号、１０号、１１号に

治８年）より1890年（明治23年）までに

乾三郎が就任している。大正２年には札

「北遊の血脇校長一行」として北遊日記

屯田兵の入植があり、明治初期より大正

幌歯科医師会が設立ざれ横山篤三郎が初

其一、其二、其三に詳細に当時の来道の

中期にかけて人口が著しく増加して200

代会長になる。大正３年に林清太郎が同

様子、特に同窓会員の歓待振りの模様

万人に達したという。人口増ﾜbuとともに

窓会地方幹事に就任している。

が奥村先生の筆により克明に報告されて

歯科医師数も増加して大正３年発行の北

・同窓会設立及び命名

海道衛生誌によれば「大正２年本道の歯

大正４年に小樽区外十郡歯科医師会設

科医師数は33名で、医師に対してはるか

立。初代会長に長谷川光太郎が就任。同

に少なく大正２年中に新規開業し、他の

年札幌、小樽区外十郡歯科医師会所属の
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おり、当時の北海道の諸先輩の活躍を知
るうえで私共にとっても大変貴重な資料
となっている。

来道の目的は定かには記載されていな

いが､北海道歯科医師会会史によれば｢大

(2)連合同窓会としての沿革

す。講師も母校教授を始めとして母校卒

正７年７月日本聯合歯科医師会は会則を

昭和53年２月５日の北海タイムス新

改正し、連合体としての責任体制をとっ

業生で第一線でご活躍の著名講師にお願

聞の「われら同窓、校旗は燦たり。東京

いし、内容的に非常に評判の高い評価を

たことから、地方歯科医師会の設立を促

歯科大学」の記事の一部を抜粋します。

得ています。道内において卒研の先駆と

す必要があり、連絡指導と併せて博覧会

「東京歯科大学の同窓生で道内に在住

見物のために来道したものと思われる」

する校友は現在300人と推定される。校

とある。実際同年８月11日に北海道歯科

史が古いだけに道内での同窓生の集いも

して今後益々発展していくよう委員会で
は検討を重ねています。

・現在道内在住同窓生280余名。

医師会は解散している。その後各郡市に

戦前よりあったが、詳しい経緯を知る人

歯科医師会の設立を見ている｡(札幌区外

最近、道内よりの母校入学者が減少傾

は少ない。いずれにせよ正式な支部とし

八郡歯科医師会、小樽区歯科医師会、旭

向にあり、また物故会員、高齢会員も多

ての活動は戦前にはなく、旧制度下での

くなり、時代の推移とともに同窓会活動

川区歯科医師会等）

道歯科医師会で会長を務めた西風福市氏

も変化を見せてきておりますが、血脇イ

がまとめ役として支部長格をしていたと

ズム、水道橋精神を抱き、嘉田正史会長

いう。

を先頭に一丸となり、協調、融和、親睦

・大正８年北海道衛生博覧会が小樽区主

催で開催ざれ講師として東京歯科医学
士、向井嘉男により歯科衛生思想が連日

同窓会組織が道内で正式に固まったの

を目標に、創立80周年記念式典(平成7年

説明された。また、札幌と小樽の同窓会

は昭和18,19年頃｡(その後の調査により

10月14日）を執り行うべく準備に取りか

員も多数参加して講演した。同時に岩見

実際には昭和16年、定山渓グランドホテ

かっております。この記念行事を－つの

沢、札幌、函館、岩内、深川でも開催ざ

ル､出席者78名)当時函館市議会議長だっ

節目、そして契機として新たなる活動を

れ同窓生も多数参加して口腔衛生につい

た田中正氏を議長に北海道支部連合会

期待するものであります。

て説明した。（回想録､軌跡向井嘉男と

の結成総会が開かれ、札幌の星井徳一氏

また全歯懇を見倣い、北海道において

日本の歯科衛生教育活動を参照）

を会長に選出、この時道内の支部組織も

も「道歯懇」を年二回開催し、各校同窓

・昭和９年６月歯科学報第39巻８号、９

確定されて各支部長が選出されている。

会間の意志の疎通を計り、お互い手を携

号の｢血脇先生北海道巡遊記其一､其二」

創立総会議長となった田中氏は三区選出

えて、明日の北海道の歯科界を明るい未

に記載記事より抜粋「先生が北海道の地

の代議士として活躍した故田中元氏、

来あるものにしていく努力を重ねていま

を踏まれるのは今度が三度目、最初は明

其の後を継いだ田中正己氏兄弟の厳父で

すが、当同窓会がその会の中心的役割を

治28年10月だというのだから正に40年

この総会では市議会議長席での威厳その

担って頑張っております。

前だ。二度目が大正７年でこれも既に１７

ままの本格的議長ぶりが今も出席者の記

尚、写真は８月１９日に道内学術大会後

年前、随分久しぶりの北海道である。随

’億に残っている。この総会では北洲lml治

の同窓会懇親会に石川新学長にも参加し

行は矢崎教授と風間、二人ともまだ北海

氏ら室蘭周辺会員が奔走したと現副会長

ていただいたときのスナップです。

道を知らない男である」との書き出しで

松川健二氏は語っている。これ以後道内

始まる随行記である。

の同窓会活動は軌道に乗り、毎年の総会

以上のように当時を知る上での手がか

りは歯科学報に拠るところが多い。

も年々盛大になった。昨年誕生した苫小
牧支部を加えて現在10支部。年一回の道

歯科学報は今日の学術誌としての体裁

連総会は隔年毎の札幌開催のほかは各支

とは異なり、同窓会報としての役割を果

部持ち回りで開催され、多数の参加のも

しており、かつまた歯科医学会誌の趣も

と、あつまればたちまち水道橋精神の青

あり、当時を探索するのに大変貴重で

春を蘇らせ、酒杯に旧交をあたためて話

す。先輩達の口述の中にも沢山あるのだ

題はつきない」とある。

が、同窓会としてのそれよりも郡市歯科

（松川清三記）

・卒後研修会の実施

医師会の歴史の中に紛れていることが多

昭和59年より本部同窓会の卒後研修

い。只何れにしても明治、大正にかけて

会を見倣い、北海道において二日間にわ

の北海道の歯科界をリードしていたのは

たる卒後研修会を同窓会の事業として実

同窓の諸先輩方なのだから、郡市歯科医

施してきています。これまでに12回の回

師会の歴史そのものが同窓会の歴史と

数を重ね、広く道内より同窓生はもちろ

いって過言ではないと先輩諸氏の意見で

んのこと他校の先生方にも多数申し込み

す。

をいただき、毎回盛会裡に開催していま
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支部長山田洋文

支部長田中章夫

支部長安藤猛

北海道における東京歯科大学の同窓会

北海道歯科発祥の地で明治中葉より

創立100周年おめでとうございま

は、大正４年に設立されておりますが、

数多くの偉大な先達を輩出し長い間函館

す。当支部の歴史は古く、札幌支部とだ

その時以来の札幌支部。三代にわたる会

の主導的役割を果たしてきた当支部も昨

いたい同じ年代に始まったと思われま

員も数多く、大正生まれの大先輩から、

今は会員数も２０名余りと函館歯科医師

す。当時の色々な記録にその活動が載っ

本年卒業のフレッシュマンまで会員数

会員数のｌ／１０と少数派になっていさ

ております。大正７年に「北光会」と称

101名。支部の悩みは新入会員の少ない

さか淋しい気がします。

して血脇先生が命名されたもので、主に

こと。札幌歯科医師会での同窓会別会員

支部会員の子弟その他結構母校へ進

数では５番目。しかし、同窓会の結束の

学はしているのですが、帰ってこない又

強さは自他共に認めるところです。

帰って来てもやがて関東方面に戻ってし

同窓の｢絆」を強く、「和」を大切Iこを

まうという状況がつづいています。

札幌、小樽に在住の同窓が合意の上での

集まりだったと記されております。
その後昭和１６年に現在の連合会の前

身とも言える北海道東歯同窓会が発足し

支部の信条として活躍しております。学

而しそこは伝統ある東歯大のこと、少

たわけですが、以来現在まで連合同窓会

術､保険の例会はもとより、コミュニケー

数でも皆精鋭で、現在、日歯代議員を務

の運営に当支部から数多くの先輩が参画

ションをはかるため、マージャン大会、

められておられる後藤次夫先生、函歯会

してきました。

ゴルフコンペ、納涼パーティ、－泊旅行

副会長に西川吉博先生。同じく学術部

等の年間行事を行っております。本年度

長、額賀康之先生｡同じく保険部長､堀川

代会長太田秀夫、七代会長九津見敦、

の新企画は６月の家族も参加してのソフ

栄二先生。監事、西川忠弘先生と要職に

八代会長喜田正史と実に４人もの先生が

トボール大会参加者全員が守備につ

つかれ御活躍中です。

連合会長に就任しております。

連合同窓会の二代会長九津見肇、五

き、子供、大先輩はボールカ前へ飛ぶま

写真は本年（平成７年）山下達郎先生

本年は本部100周年であり、北海道連

で、カウントなしの打席等の支部ルー

御喜寿祝村岡淳先生御結婚祝、久し

合同窓会も創立80周年を迎えました。奇

ル、大したけがもなく無事終了。その後

ぶりの新入会員、喜田正孝先生の歓迎会

しくもこの年に当支部で連合会総会が開

のヂンギスカンパーティ、福引きで大い

の席でのものです。

催されたのであります。

に盛り上がりました。

（スナップ写真は、平成７年６月24日の
ソフトボール大会）
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（写真は平成３年７月、小樽港内にて）

HOKKA1DO
北海道地域支部連合会
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支部長小川弘

匹晒且！

支部長佐々木寿

支部長杉村孝

当支部は過去に胆振日高両地区（現在

苫小牧支部は、昭和51年に室蘭支部か

地域は稚内、留萌、富良野、旭川近郊を

の苫小牧支部）を合わせて一支部であっ

ら分離独立した。まだ成人式にも至らな

含み、会員は現在43名で活動していま

たが広大な面積のため会合等も誠に都合

い若い支部である。初代杉村力男先生

す。非常に広域のためあまり顔を合わせ

が悪く２３年前に独立し、室蘭支部となっ

（昭和１４年卒）の後、現在二代目支部長

ない同窓生もおります。そこで、せめて

た。当時は20名近くも会員がいたが現在

に杉村孝（昭和31年卒）力就き支部の

旭川及び近郊の同窓生でも毎月集まろ

はわずか１１名になってさっぱり会員が

運営に当たっている。

う１との趣旨で約50年前にできた会が

増えないと天を仰いでいる。それでも昨

現在16名の会員を擁しているが、長い

年一人卒業し近々加入してくれるだろう

間新入会員を迎え入れられず、先年よう

日本最北端の支部が旭川支部であり、

「－水会］です。
毎月一回、第一水曜日に水道橋を思い

し、本年も一人束歯に入学。明年もひと

やく一人を迎えたが、会員の高齢化は進

出しながら、飲みかつしゃべり、`情報交

り予定がいるので、長い目で待つことに

み世代交代には程遠いものがある。支部

換などをしています。会場設営の当番

している。当支部は東西に登別、洞爺湖

独自の目立った動きはないが、佐々木

は、６０歳以下の人が担当し、誠に家族的

温泉と東洋に冠たる温泉観光地があり、

祐壽先生が平成２年から知事表彰、厚生

雰囲気の中で楽しくかつ有意義に支部活

毎年数百万人の人々が訪れる。全国の同

大臣表彰、日歯会員有功賞と毎年のよう

動が行われています。

窓各位が訪れたことであろうし、未知の

に栄誉に輝いたのは当支部の誇りであろ

一方、我が支部も高齢化の波を避ける

方も是非お出でくださればと,思ってい

う。

ことができず、尊敬すべき諸先輩が亡〈

る。また最近はクジラウォッチングと称

また秋山勇先生（昭和31年卒）は学

なられ寂しい限りです｡しかし､諸先輩、

し、市でも大いに力を入れているが会員

生時代山岳部に属していたアルピニスト

壮年、青年同窓生すべて日夜、地域医療

の古谷忠雄君はその中心的役割を果して

の本格派、平成５年からは毎年約1ヵ月

はもちろん、趣味にスポーツに会務に活

いる。

ヒマラヤのトレッキングを試みている。

躍中であります。

（市川徹記）

全国的に我が業界も低迷の道を辿って

その他、歯科医師会旅行愛好会のメン

いるが、百年の伝統と歴史を誇る東歯の

バーとして、毎年の秋、国内の小旅行を

名声におごることなく同窓会、我が支部

楽しみ、伊豆半島、南紀、京都、九ﾉﾄﾄ|北

の発展を心から願ってやまない。

部、能登等々に足跡を残し、今年もまた

（写真は室蘭沖での－風景・ミンク鯨）

京都郊外に行く可くひとときの楽しみを
待ちこがれているところである。
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支部長高橋標

支部長川口進
年より４１年までの10年間、この１０年間は

新設の歯科大学がひしめく現在、北海

考資料もなく会員数が多い時代で７名、

釧路歯科医師会の東歯同窓会にとっては

道のわが東歯の同窓数は減少傾向にある

現在４名思い出も薄く十分な原稿になら

基礎の上にたった円熟期にはいりつつあ

と聞いておりますが、十勝支部はその逆

ないと思うが簡単に諸先輩の功績を書い

る年代であったように思われる。道歯の

境の中で現状維持、いやそれ以上に頑

てみる。古くは故森本金之丞先生がおら

議長として数年間務められ、東歯同窓会

張ってきました。

れた。先生は会長を大正15年と後に昭和

の誇りでもある。残念であるが平成４年

東歯同窓会十勝支部の初代支部長は、

16年の２回務められ、釧路歯科医師会の

２月16日故人になられた。後iIlili者として

十勝歯科医師会初代会長の杉田末吉先生

基礎を築かれたと思われる。次に札木照

服部幹夫先生（昭和36年久喜会）は平成

（故人）で、二代支部長はやはり十勝歯

治先生だろう。先生は副会長を昭和８年

６年まで保険部副会長などの要職を務め

科医師会二代会長の林善威先生(故人）

から10年までの３年間と昭和17年に務

られた。

でした。当時は東歯大同窓が地域の歯科

釧路支部のあゆみ、歴史についての参

められ、また会長を昭和23年に務められ

また吉井靖典先生（昭和44年卒福祉

ている。この両先生の後継が現在の中里

会）も卒後22年間自己研鑛、地域医療の

勇先生(昭和34年卒ジーベン会)である。

発展に寄与している。しかし病いの為平

昭和55年に、支部長は山口和夫先生に

前後になるが中里勇先生も副会長とし

成７年５月４日に他界した。残念であ

引き継がれ、翌昭和56年６月に北海道連

て、昭和55年から56年の２年間活躍され

る。御子息透君が母校２年に在学中であ

合会帯広総会が帯広市で行われました。

ている。また､根室市の福井鐘二先生(昭

る。標茶の故米沢久悦先生（昭和１９年十

昭和63年より山口先生の後を受けて私

和27年卒千秋会）も昭和44年から45年ま

六会）も尊敬された一人であった。現在

が支部長を拝命して現在に至っておりま

での２年間副会長を務められ、根室市の

米沢久明先生（昭和53年卒八実会）が意

す。

知名人として市の発展、地域の医療に貢

志をつがれ地域の発展に力を注がれてい

私たちは東歯大出身の誇りと良識を常

献しておられたが、病いに伏し平成３年

る。同窓会は現在、釧路市、管内を含め

に忘れずお互いに研讃をしながら、仲良

10月22日にご逝去された。同窓会一同は

て４名の４世帯であり、母校への入学希

く楽しく和やかな支部であるよう努めて

ただ暗然たる』思いにひたるばかりであ

望同窓の増加を祈ってやまない。

おります。

界のリーダｆ－シップをとっており、まさ

に東歯の黄金時代でした。

る。つつしんでご冥福をお祈り申し上げ

（写真は平成２年忘年会で、ドイツの

ます。

バンドメンバーと一緒に）

そして最も記憶に新しい先生に服部

敏夫先生（昭和９年卒昭伍会）がおられ
る。副会長を昭和31年、会長職を昭和3２
1４４
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北海道地域文部連合会

支部長小柳宗一

支部長江島俊昭

昭和38年から支部長として活躍され

昭和17年３月15日、我ら空知支部は発

た佐々木三知夫先生から、支部長のバト

足した。当初37名で設立された当支部に

ンを渡されてから日も浅いので「支部の

は北海道のみならず、全国にも名を馳せ

歩み」について、まとまった委しいこと

た鋒々たるメンバーで構成され、歯科医

は書けませんが、もっとも大きな行事

師会や地域の奉仕活動に活躍されており

だったのは昭和50年９月に北見市で北

ます。同窓会空知支部遵則には、第１条

海道地域支部連合会を開催したことで

から第15条まで会則が列記され、先輩、

す。北見支部は会員が少なく大変でした

後輩のタテの役割ができていて、同窓会

が､各自役割を分担して､ゴルフコンペ、

の強い結束が拝察されます。

総会、懇親会と一応無事に開催されたこ
とは嬉しいことでした。

当時の年会費30円とあり、宴会の座敷
は華々しく酒宴の楽しさは今もって忘れ

現在の支部会員は下記の11名です。

難い楽しい思い出であったと大先輩より

佐々木三知夫（昭和１０年卒）

聞いております。戦後卒業生も増加しま

小柳宗一（昭和17年卒）

したが、今は入学者も後輩も少なく現在

菅野耕一（昭和20年卒）

15名の支部会員が学術部、厚生部を担当

樋口潔（昭和20年卒）

し、同窓会の先生による学術講演会、家

小西宣（昭和31年卒）

族も参加してのゴルフ大会等、少ない会

田山俊二（昭和31年卒）

員ながらも楽しい活動をしております。

伊藤正通（昭和36年卒）

一昨年久々に山田文彦先生の入会を大歓

小西慶明（昭和43年卒）

迎し、現在江島俊昭支部長引率の江島丸

小柳嘉久（昭和49年卒）

は、１１頂剛荷帆、和気調々の空知支部であ

伊藤幸雄（昭和55年卒）

ります。

松浦信一（昭和63年卒）

（柳清二記）
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東北地域支部連合会

瀧口識秀一｛》一曰一群》Ｅ臼一一一》》

東北地域支部連合会が発足したのが、

けられました。これは決して他人ごとで

昭和38年で各県支部持ち回り方式で､毎

はなく、本当に心からお見舞いを申し上

年風薫る５月の季節に開催されておりま

げると同時に一日も早く復興されんこと

す。連合会は役員協議会、総会、学術講

を心からお祈りいたします。この大震災

演、懇親会の順で開催され、翌日ゴルフ

の発生により、ますます相互扶助の必要

大会で同窓会創立100周年記念と重な

性が強くもとめられ連合会としても、今

り、当番県にとってこの上もなく喜ばし

後の課題として取り上げられました。同

い限りであり、また責任の重大さがひし

窓会本部としても共済制度を一段と見直

ひしと感じられた。お陰様で総会は無事

す時期にきているのではないでしょう

に盛会裡に終了いたしました。東北６県

か。是非検討していただきたいものであ

の同窓の諸先生方に対し同窓会記念誌を

ります。

お借りして厚くお礼申し上げます。

我々同窓は常日頃同窓会本部の活
動、また大学の現況と今後の展望につい
ては、人一倍注目しており、この連合総

会では本部より会長、役員、大学側より

学長、あるいは副学長のご出席をお願い
しておるのもこのためであり、直接お話

しをお聞きすることが何よりも理解し、
納得されるものであり、また東北６県の
支部会員が年１回集まって、それぞれの
支部での活動状況や意見を述べあい、地
域連合会のよりよい発展に寄与すること

が大きいと思います。またこれが連合会

の最大の目的であります。
災害は忘れたころに突然やって来る。
１月17日に阪神・淡路島に大震災が発
生し、想像を絶する大被害をもたらし、

同窓の先生方の被災も甚大なる被害を受
1４６

最後になりましたが、同窓会創立１００
周年記念式典、祝賀会が盛会裡に終了さ
れることを祈念して止みません。

TＯＨＯＫＵ
東北地域支部連合会

imLH！

支部長鈴木貞雄

支部長高見澤達夫

支部長五味武一

啄木の、そして賢治のふる里、さらに

宮城県支部の第１回総会は大正１５年

同窓の先生方には日夜ご多忙のことと

は平民宰相、原敬を始めとし５名の総

10月16日に開かれた。平成７年の総会は

存じ上げます。当県では例年５月に総会

理大臣を輩出した岩手県ではあるが、こ

ちょうど70回目を迎えることになり、去

及び学会が開催されます。本部の理事が

と東歯同窓会員数となると誠に淋しく、

る４月８日に五十嵐会長並びに石川副学

御来秋〈だきり同窓会の活動状況などに

22名中実質１０数名で活動しているのが

長（当時）をお招きして開催し、先に発

ついてお話があり、次に大学より専門の

現状である。

刊した「70周年誌」のお祝も併せて行っ

科目についての学術講演があり、懇親会

た。

翌日は家族を含めたゴルフがあります。

昭和12年以来、久保田千秋先生、金子

新蔵先生､宮城一志先生､多田清先生、

本県における高山歯科医学院最§初の卒

秋には県内を三つに分け当番の地域で

そして長い間お務めいただいた金子康雄

業生は明治28年に答辞を読まれた秋元

社保講習会、レクリエーション、ゴルフ

先生と続き、平成３年から不肖私が支部

直義で､最初の東歯系開業者は明治32年

を行います。今年は久しぶりに３名の新

の高山門下佐藤源太郎である。宮城県歯

入会員を迎え、全員で60名となりまし

長を拝命して現在に至っております。
去る平成４年、東北地域東歯同窓会連

科医師会の創立は明治39年で三役はす

た。減少傾向に歯止めがかかった様で

合会が当県が担当で開催されました。少

べて同窓会関係者であった。以後会長は

す。総会には同窓会より松本一臣理事が

数の会員のこととて大変でしたが、幸い

１－４，５－７，１１，１４－１９代と現在ま

こられ今秋の同窓会創立100周年記念に

若手の会員の活躍により、無事責任を果

で輩出している。ちなみに同窓会の支部

は多数の方の参加の要請があり、関西大

すことができました。現在母校在学中の

長は12代目。

地震に対する義援金のこと、石川達也教

学生は５名ですが、皆、母校の名に恥じ
ない様、懸命に学業に励んでおります。

本県会員数は少ないが、岩手医大教授

東北支部連合会は昭和39年に宮城県
から始まっている。また県内には同根会

と呼ばれる同窓会の連絡協議会がある。

授が学長になられたことなどのお話があ
りました。

大学より山田了教授より国試の成

を始め、各地区歯科医師会で、岩手県歯

前身である４大学役員の集いは先輩がた

績が私立では一番いいとのこと。一層学

科医師会の要職に就き、活躍しておりま

のご努力で昭和41年に始まっている。今

生の質の向上に努力していくとのこと。

す。

年は当支部の当番で11回目のスタート

学術講演では「最新の歯周治療」と題し

を切る。内容の一新を計るべく会員一同

てお話があり、懇親会に入りました。同

揮身の努力をしているところである。

窓の先生方のご多幸をお祈り申し上げま
す。
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美正

年１回とし､特別な行事がない限り役員会

まずは、東京歯科大学同窓会創立１００

年数回、学術研修会、山形県支部独自の

支部長大浪

支部長鈴木与志昭
く支部長＞鈴木与志昭

周年記念を迎えたことに、心から喜び〈

会報「山水会報」を発行、ゴルフコンペ

〒97Oいわき市平字南町４３－５

この機会にめぐりあわせたことに感謝い

年２回実施し、会員の親睦をはかってお

ＴＥＬ,FAXO246-25-2478

たします｡山形県支部は現在会員数83名

ります。

＜事務所＞〒96O福島市仲間町６－６

で、内高齢者がlo名、実質会費納入者

｢表彰、祝賀｣叙勲、褒賞と長寿の歳祝い

が73名となっており、依然として会員の

｢慶弔」会員死亡の時５万円と同時に花

く会員数＞総数109名､高齢者15名､納入

増加が今のところ望めない状況が続いて

輪、弔辞、弔電を供する

数96名く在学生＞12名く後援会加入＞

おります。

その他慶弔時、病気、災害の場合はその

108名く会計年度＞１月１日～12月31日

役員の構成について

都度役員会で決める

〈支部長〉大浪美正
〈副支部長〉五十嵐俊栄、小林英弥

｢会費」本部会費14,000円、共済会費
（本部)4,000円、後援会費3,000円支部

福島県歯科医師会会館内

く事業＞１．総会の開催２．敬老会
員､新入会員に記念品の贈呈３.学術研
修会の開催４．ゴルフコンペの開催

大沼俊哉

会費24,000円実質支部会費で支部の事

く会報＞なしく名簿＞６年に１回顔

く幹事長〉東海林修

業の運営にあたっております。特に支部

写真入りを発行く表彰・祝賀＞県表

〈常任幹事〉五十嵐秀夫、岩沼甫、

共済は行っておりません。その他、山水

彰以上の会員に総会で記念品贈呈く慶

牧野伸一、斉藤利明、

会ゴルフは会費12,000円で運営されて

弔＞１．会員死亡の場合：弔慰金５万

小林吉着く太田貴志

おります。当支部は村山最上、庄内、置

円と弔辞､弔電､花輪２.会員の両親、

賜と３地区に分かれており、それぞれ副

酬禺者並びに同居の子供死亡の場合：花

支部長をおき、事にあたっております。

輪３.会員疾病の場合（30日以上診療

〈幹事〉村岡喜美雄、沼沢孝人、
木原俊、堺清一、

奥山誠山崎聡、

今年は東北地域連合会の開催支部とし

できない場合）：見舞金２万円（年度内

原健一、逸見寿幸、

て会員の諸先生がたのご協力で無事盛会

１回）４.災害の場合：理事会において

伊藤正、豊田博己

裡に終了させていただきこの100周年記

そのつど決定く会費＞本部会費14,000

く監事〉高橋一雄、清野正博

念誌の稿をお借りしてお礼申し上げま

円、本部共済4,000円、後援会費3,000

〈顧問＞横山国蔵、小林与一

す。

円、支部会費16,000円(平成７年９月末

以上役員で現在運営されております。
事業内容として

丼_'二裕後援会は全員加入としており、

会計年度は１月１日より１２月31日。総会
1４８

日現在）
（西山嘉重記）

]KANT⑪

関東地域支部連合会

全国１１地域に分けた支部連合会制度

規約の一部改正を含め協議題を設けて活

会総会の開催記録を記してみる｡(左下表）

は昭和44年に評議員会で決まり、昭和４５

発な審議を行った。井上眞同窓会会

既に四半世紀の歴史を刻んだ連合会の

年より発足した、この時関東地域支部連

長、関根永滋学長、同窓会常任理事を迎

運営については本年度の総会について記

合会の支部は６支部であった。４５年の第

えての総会は引き続き行われた懇親会と

してみる｡８月５日実務者会議TDCビル７

１回総会を前に６支部実務者会議が上野

ともに近県におりながらめったに顔合わ

支部の提出協議題について資料交換、討

不忍池畔にて開催され、規約の創案制

せの機会のない先輩後輩入り交じっての

議して3支部(神奈川、山梨、埼玉)の提

定・第１回の総会実施内容が決められた

話題豊富なミニ同窓会総会であり今日に

案力探〈関連し連合会が直面している懸

模様である。これにより初回当番県は神

至っている。この間、山梨県支部が甲信

案事項であるとの理由で一括して採択す

奈川県支部となり第１回総会の設営に当

越地域支部より編入されているので現在

ることに決定した。

たった。

の関東地域支部連合会の支部は７支部で

第１回は上野タカラホテルで開催され

構成されている。そこで今年までの連合

総会年度

当番県

連合会長(敬称略）

昭和45年

神奈川

小池光雄

上野タカラホテル

千葉

相沢甲正

浜金谷かじや旅館

４７

茨城

堤安

土浦京成ホテル

４８

栃木

栗原正三

那須ビューホテル

４９

群馬

磯誠三

草津ホテルビレッジ

５０

埼玉

増田悦蔵

秩父長生館

５１

山梨

永井正弘

甲府古名屋ホテル

５２

神奈川

矢島敏夫

熱海大観荘

５３

千葉

榎智光

千葉ニューパークホテル

４６

開催地

協議題「関東地域支部の今後の運営に
ついて」
(1)総会会場の－極化と当番県の対応に

ついて（山梨県）
(2)総会の参加者について（埼玉県）

(3)連合会の今後の運営について（神奈
川県）
９月２日総会ＴＤＣビル血脇記念
ホール

来賓としてお迎えした五十嵐尭昭会長

５４

茨城

小鹿栄一

大洗茨交観光ホテル

５５

栃木

小滝鐙巳男

鬼怒川ホテルニュー岡部

５６

群馬

星野行弘

伊香保ホテル天坊

５７

埼玉

海野陽

池袋サンシャインプリンスホテル

５８

山梨

岡秀哉

甲府古名屋ホテル

５９

神奈川

三島平左衛門

湯本富士屋ホテル

６０

千葉

池田清

成田ビューホテル

石川達也新学長からご挨拶と大学報告を

６１

茨城

大畠博

大洗シーサイドホテル

６２

栃木

小滝鐙巳男

鬼怒１１１ホテルあさや

頂戴した。熱意あふれる内容で傾聴する

６３

群馬

袋仁美

伊香保グランドホテル

に時間のたつのを忘れる程であり、意を

埼玉

金子雅英

大宮ソニックシティ

強くしたものであった。

平成元年

から関西大震災にて被災された同窓への

救援活動と創立100周年記念祝賀会に際
しての協力要請についてのご指導の後、

２

山梨

小倉信

ＴＤＣビルグリーンホテル

３

神奈川

山本照~

ＴＤＣビルグリーンホテル

４

千葉

高原映忠

市)||総合病院市川グランドホテル

５

茨城

新井田俊男

水戸三の九ホテル

６

栃木

丼上純一郎

宇都宮ホテルニューイタヤ

事の３議案を消化し協議題に入る。前掲

７

群馬

高松知三

ＴＤＣビルグリーンホテル

の3協議題について積極的かつ前進的な

続いての議事、協議は時間を縮小して
の審議になったが全員のご理解により議
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東京歯科大学同窓会兼職県支部鍵会Ｓ57.12.11於よこかわ

支部長井上純一郎

意見が続出したが、各支部の地理的条

支部長久保木康輔

件、会員数に伴う経済的負担が異なるこ

茨城県歯科医師会が大正元年12月２０

と、及び開催規模の見直しと改められる

日に１５名の会員をもって設立された

大正時代から昭和34年頃まで、椎貝

結果を得てこれを踏まえ、総会開催に対

が、その初代会長に木田平太郎氏が選ば

敏郎先生を軸に折にふれ、同窓が自由に

処するとの結論をだし、次期当番県金子

れた。氏は東京歯科医学専門学校大正２

会合していた。昭和30年３月支部会則を

雅英埼玉県支部長の挨拶をもって閉会と

年卒の木田幸雄氏の養父に当たる。創立

制定、会員名簿を作成、これを昭和63年

なった。

総会に集まったのは、加藤虎雄（高山歯

に克明充実に全面改訂した。役員の任期

続いての記念講演は、内科教授、市川

科医学院明治32年卒)、東京歯科医学院

２年、支部長１名、副支部長、幹事、顧

総合病院長の水野嘉夫先生から「成人病

で学ばれた小倉正斎(椎)、中村正敏(明

問、評議員いずれも若干名であった。以

の基礎的知識」について講演をいただ

治33年卒)、平井完一(明治39年卒)氏等

後改正を重ね、評議員を廃止し、幹事２

き、自己の健康管理、患者への対応に早

が挙げられる。その発起人であり幹事で

名、本部評議員若干名を加えた。主な事

速役立つお話であった。

あった稲見輌輿（明治43年卒）先生は以

業の総会は、－時代、県下12地区を３ブ

グリーンホテルに移っての懇親会には

上の東歯関係者を中心にして、同窓会茨

ロック（北部、中央部、南部）とし、順

井上裕理事長が多忙の国政の場から時

城支部結成の運びに東奔西走して、大正

番で企画運営、研I参、観光、ゴルフを行

間をさいて駆けつけられご挨拶を頂戴

２年に血脇守之助先生をお招きして、如

い、来賓の方にも好評をいただいた。京

し、閉会まで各テーブルをめぐられ歓談

水会と命名されるに至ったという。

都や浜名湖、作並温泉への研ｲ|参旅行は、

され、来賓の熱田俊之肋井上後援会長・

その後は木田幸雄（大正３年卒）岡崎

｢沿革」

同窓会ならではの趣があった。

山清東京地域支部連合会長ともども参加

儀実（大正５年卒）椎木六合雄、士子太

者に溶けこまれて満ちたりた宴会を閉じ

伊蔵､田崎賢､大金弘通氏等によって、

定時総会、研修会、ゴルフ大会等事業

ることができた。

会が運営されてきたが、昭和22年茨歯会

計画の下で支部活動を行っているが、会

が社団法人となって、東歯同窓会も久保

員の増加が少ないのが最大の悩みです。

田勇氏を会長に、小舩不二男､上野

支部共済部規定を昭和50年に制定し、運

昭､田沢二郎先生のお骨折りで会則を改

用している。

め不動の基盤ができ上がった。昭和25年
６月のことである。

1５０

｢活動状況」

KANF⑪
関東地域支部連合会

支部長高松知三

支部長高原映忠

東京歯科大学群馬県同窓会史より

千葉県歯科医師会史によると本会は明

同窓会創立１００周年を目前に平成６年

治35年４月（1902年）千葉県歯科医会と

「東京歯科大学群馬県同窓会史」が｣二梓

して誕生、当初会員11名で明治40年５月

された。激動の2011t紀の先輩たちの足跡

の診療所を開設したという記録がある。

９日千葉県歯科医会設立認可とあり、初

の記録である。

また明治41年埼玉県歯科医会発足に際

代会長は武藤切次郎先生で血脇守之助先

しても尽力をして居る。その後続々と東

生も会員の中に記されている。

これによれば、群馬県同窓会は昭和５

年５月に設立されたが、明治・大正時代

歯関係の先生が増加し最初は「口中科」

の同窓生の活動は県歯科医師会の結成と

と称し、門前市を呈していたという。

運営に費やされた。このことは大正４年

大正年代に入り吉住善四郎（100歳ま

東京歯科大学千葉県同窓会の設立の年

代は定かではないが武藤切次郎先生が初
代会長に就任された。以来歴代会長を経

の群馬県歯科互助会創立以来、第２代の

で生存)､長山参三､鈴木国香､小杉太郎、

大野恒吉先生から第12代斉藤静三先生

金子陵、藤村豊次、清宮辰雄（吉川町

にいたるまで東歯卒が会長を占めていた

町長)、木原六郎(健在)､稲生夷吉井

のをみてもわかる。昭和６年発足の学校

三郎、高柳秀夫、等々の先生方力相次い

ｌ学術研修会

歯科医会の初代会長には田部井巳之入先

で開業、戦後に入り関口恵三先生は県歯

１．社保講習会

生が就任されている。戦後にいたり県歯

科医師会会長９期、参議院議員２期と歯

ｌ会員親睦行事ゴルフ、旅行

政連初代理事長に宮下一郎先生、続いて

科界を担って活躍された。東歯同窓会の

１．県内各歯科大学および歯学部との

斉藤静三先生と日歯の政治活動の牽引力

発足はさだかではないが初めは少数のた

交流親睦

として奏功された。

め全体の会、しばらくしてから各校に別

ｌ母校との交流

活字に埋もれたトピックスも少なくな

く先輩たちを偲ぶ語り草となっている。

現況在籍会員144名

内高齢会員16名
年間予算190万円会費１万円

て現在にいたっている。

（本県同窓会の年度事業）
事業計画

れたと,思われる。

現在250名を擁し、年４回の会合を

持っている。支部長はわかっている範囲
で、中村久吉、小杉太郎、増田|ji蔵、

加島忠道、海野陽の各先生がお務めに

なり、各々に業績を挙げている。

1５１

ｉＩｍＨｌ

支部長木津健夫

支部長土橋康男

支部長平光雄

東歯同窓会が１００年の歴史を刻み、更

当支部は横浜市の北東部に位置する神

横浜鶴見支部は神奈川県同窓会が１０

なる躍進を続けていることは会員として

奈)１１区、港北区、緑区、青葉区、者B築区

支部に構成された昭和48年に誕生し

誠に喜びとするところで、心からお祝い

内で医院を開設し、または住居をもつ同

た。しかし、鶴見区在住の同窓の集いは

を申し上げます。

窓生で構成されています。昭和48年初代

昭和30年度の初期から毎月開催されて

さて、我が横浜中央支部はその名が示

支部長として故岩本正三先生が就任ざれ

今日まで続いている。当時の鶴見は工場

すように、神奈川県の政治、経済の中枢

矢島敏夫、三島平左衛門、村田基生各先

力林立し、全国に名高い公害の町で工場

をなす横浜市の中区と西区が合同した支

生を経て現在に至り会員数64名。支部長

勤務者の患者が殺到し、終診力液の９時

部で、現在は57名の会員を擁し、その活

以下副支部長２，庶務、会計、事業宵略

10時という状況だった。戦前からこの地

動は地味ではあるが、定期的な総会と会

数名の理事監事２、顧問相談役数人の役

で開業していた肥田野先輩（昭和５卒）

員家族の懇親会〈ゴルフ大会等々、木津

員で年１回の総会、そして会員懇親会お

をリーダーに15名余りの同窓が集まり

健夫支部長を中心にしてm強い友,情と強

よび会員家族従業員との親睦会等を企画

研修や親睦を行ってきた。鶴見歯科医師

い団結〃をテーマに和気蒻々のなかで会

し多数の参加者で同窓としての関係を深

会の会員数が50名程の時代（現在130

員相互の親睦を深めている。

めています。

名）で東歯会の存在は大きかった。毎月
例会を開催している同窓会支部は全国的

横浜は我が国の歯科医学発祥の地とし

神奈川県には１０支部があり、その総括

ても全国に勇名を馳せており、明治から

とも言うべき東京歯科大学神奈川県支部

大正にかけてこの地に歯科医師会の基盤

連合同窓会という組織がありますが、そ

第４水曜日が例会日で毎日１人、診療

を築いたのも、我が同窓の諸先輩であっ

の連合会とも連絡を取りつつ、時代の流

やその他の演題で発表し和気蒻々の時を

たことも当支部の誇りとすることであ

れをも認識しながら先輩からは教えを受

過ごす。毎年度、子・決算の総会２回、

る。現在地区の中では、他校の同窓の数

け、若い先生方の考えを会務に反映させ

夏には家族親睦会、秋は会員旅行が恒例

にも少ないと自負している。

に比べ最大多数を誇っているものの、最

てＴＤＣの校旗の下に集い支部としての

で今年度は日光周辺の旅を楽しんだ。一

近は新入の同窓の数も少なく、それ故に

活動を続けています。

昨年頃から１００歳の大先輩を始め、高齢

先輩後輩の壁を超えて同窓同志の一層の

会員の死去がつづき、若い人の加入減少

団結が期待される昨今である。

が会運営の悩みだが、本会の気風と研修
に賛同した他校卒の５名が会友として参
加して和やかな例会を続けている。

（二日市光郎記）
1５２

KAN夏、
関東地域文部連合会

支部長原嘉彦

支部長山之内正高

支部長太尾政雄

横浜西部支部は昭和48年１月１日付

清き流れの多摩川を中国揚子江にみた

港南区、磯子区、金沢区で構成されてお

にて東歯同窓会本部に支部登録ざれ２２

て、その南に位置する川崎を江南、港南

ります。現在会員数は34名です。昭和４８

年が経過し、支部長は初代故杉山忠直先

歯科医会として大正５年（1916年）に産

年に神奈川県が10支部に分割された時

生・故三村力松先生・増田一先生・故

ぶ声をあげたのが、川崎市歯科医師会の
前身である。

横浜南部支部は横浜市の南部の南区、

に発足しました。初代支部長には酒井

杉本雅英先生・佐藤卓朗先生と変わり、

惣一郎君（昭和20年卒）力務め、昭和５８

現在は山之内正高先生が支部長と神奈川

大正９年10月には川崎、鶴見、保土ケ

年からは山下正雄君（昭和26年卒）が、

県支部連合同窓会会長を兼ねて就任して

谷、Ｊ､机を含めた)11崎橘樹郡、都築歯科

平成５年からは原嘉彦（昭和35年卒）

いる。発足当時の支部は保土ケ谷・旭・

医師会として発足、本学同窓会としては

が務めております。

瀬谷・戸塚の４区より構成されていたが

西亥三雄、寺本勝喜、天野敏雄氏等であ

昭和62年戸塚区が戸塚・泉・栄の３区

る。大正１３年(1924年）市制施行時には

に分区し現在６区より構成されている。

安藤貫一、牟田新次郎、神野長太郎氏等

支部の活動としては年１回の役員会と

年１回の総会、懇親会を開いております
が、これにはほとんどの会員が出席し

会員数は当時約20名だった会員も現

が開業されており、市全体の世帯数は

て、和気蒻々の結束を固めております。

在では49名を数えるにいたっている。な

9,685戸､人口50,180人､会員数は17～１８

その他にも不定期ではありますが会員家

お、この内の７名は奥羽・松本・昭和大

名といわれ、会費は月額30銭であった。

族を対象にした懇親パーティやボーリン

学の卒業であるが約10年前より前述の

その後会員数は徐々に増加して、大正

グ大会・地引き網等が催され終始なごや

３大学の卒業者が少ないため各大学の同

15年10月の日本医籍録(東京医事論社）

かに運営されております。

窓会が完備するまで会員として入会を認

によれば川崎18名、橘樹郡38名､都築郡

めている。

1名となっており､鳥養猪八､古知儀市、

県の連合同窓会の方へも数名の役員が

出ており、ことに浜野文夫君（昭和36年

また活動内容としては、一泊旅行、ゴ

卒）が連合会副会長を山下正雄君が連合

ルフ、忘年会、新年会等、定例ではない

壷、森田鏑之丞、田上末吉氏等が名簿に

会監事を務めております。

か総会を兼ねて年１～２回会合を持ち会

登載されている。８０年の川崎市歯科医師

員相互の親睦を深めている。

会の歴史のなか亡本学歴代会長は初代

現在渡辺渥美君（昭和33年卒）が横学
歯の会長を務めております。同窓会100

（宮忠昭記）

さらに昭和初頭には宮川康吉、菅沼

田上末吉､二代上原正雄､三代伊藤吉蔵、

周年を期に更に,､新たにして伝統ある東

四代一戸俊治、五代杉之内芳郎、六代

京歯科大学同窓会の名に恥じないような

大尾政雄の各氏である。

会の運営をしていきたいと思っておりま
す。

なお、今日の川崎水橋会の名称は二代

会頭血脇守之助先生の命名によるものと

聞き及んでいる。（－戸俊治記）
１５３

支部長中村佳晃

支部長鈴木靖彦

京浜急行の下り線に乗り、金沢八景駅

藤沢市（23名）茅ケ崎市・寒川町（１４

を過ぎる頃、トンネルが急に多くなり周

名）大和市・綾瀬市（５名）て構成され

辺の緑も濃さを増し、空気がおいしく感

ている。文字通り湘南の観光名所たる江

じられるようになる。横須賀鎌倉支部は

の島を中心とした風光明媚な海岸が相模

まだ自然の多く残された三浦半島を中心

川河口までひろがり、県央部に到れば、

とした横須賀、鎌倉、大船、逗葉に属す

終戦後マッカーサー元帥が日本に第一歩

る会員によって構成ざれ総勢52名であ

をふんだ厚木基地は実は大和、綾瀬両市

る。

に存在する。南北に小田急電鉄、東西に

この地域はかつて神奈川県歯科医師会

ＪＲ東海道線が走り東京都内や横浜への

の中で横須賀市、三浦郡、鎌倉郡歯科医

通勤圏だが、かつては別荘地、保養所と

師会という1つの会を成し活動を共にし

して高名な文学者や俳人が集まったもの

たが、昭和10年に鎌倉､30年に逗葉が分

である。

支部長戸田裕
神奈川西湘支部は、湘南（広くは逗子、
葉山から大磯、二宮までの相模湾沿いを

さす）の西方にあたる平塚市、中郡（大
磯町・二宮町)、小田原市､足柄上郡､南
足柄市、足柄下郡よりなっている。

当支部の沿革は、昭和47年の神奈川県

同窓会の支部再編に伴い高橋謙作先生

(故人・小田原)を初代支部長として小田
原周辺を中心に親睦の交流が始まっ
た｡昭和57年からは二代目支部長重原俊夫

先生（小田原）が平塚、大磯、二宮の参
加を積極的に呼びかけた。

つづく、昭和61年より三代目支部長の

離独立した経緯がある。当支部は昭和４８

歴史のある藤沢地区は独自に「濤水

青柳信先生（小田原）は３期６年に及
び同窓会会務の基盤整理を行い、今日の

年に発足し、年１回開催される忘年会を

会」なる同窓会を持ち、また本学保存で

支部同窓会のスタイルが確立した。平成

兼ねた総会には、多才な講師が招聰さ

教鞭をとられた久保倉先生(大和)や西條

れ、すばらしい講演会と、なごやかな懇

先生（茅ケ崎)、地域医療の先駆けたる

親会が持たれている。

源内先生(寒川)、矯正の西口先生(藤沢）

心とした同窓会といえるが、気候が温暖

また当地区は支部としての枠を離れた

など多士済済である。通常は地域支部連

形での同窓会活動があり、横須賀、逗葉

合会の行事に参加して、活動している

で風光明媚な自然のもと、温厚もL､豊か
な会員が多い。本会は、毎年１回開催さ

からなる三水会く三浦の三と水道橋の水

が、これからは通常総会の他に、ゴルフ

れる総会、学術研I参会、懇親会を暮れの

から命名＞・鎌倉、大船では水湘会く水

大会など、湘南支部独自の親睦を深める

道橋の水と湘南の湘による＞として独自

予定である。本部評議員会等出席のお

の組織を構成し、それぞれ役員をおき、

り、胸のバッヂの「神奈川湘南」の文字

ニークな講師、j研I多内容に多くの会員の

学術研修や親睦活動を活発に行ってい

が全国の先生方に注目される幸せな支部

参加が見込まれている。この他厚生関

る。

である。

係の充実等、これからも慣例に拘らない

（写真は平成７年10月５日、第１回神奈
川湘南支部親睦ゴルフ大会にて）
1５４

５年からは戸田裕先生（平塚）が支部
長を引き継ぎ現在に至っている。

現在の会員数は46名で60歳以上を中

忘年会シーズンに計画し実行してきた。

年１回とはいえ、本当に家族的雰囲気の

中、２～３回の理事会を開催して､毎年ユ

同窓会ならではの企画､運営に心がけて

いる。（諸星裕夫記）

KAIWO
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iIil li
支部長渋谷利雄

支部長若月和郎

西に相模の国大山、丹沢の連峰を眺

東京歯科大学同窓会の１００周年記念行

め、東に東京都、町田市と境111を境とす

事が行われることは、我々同窓にとって

る相模原市、厚木市、愛甲郡、座間市、

誠に意義深く感無量であります。夢中で

海老名市、伊勢原市、秦野市等を含む東

勉強し、また遊びに耽った過ぎし日の

京歯科大学の相北支部は中央を南北に流

数々の思い出が|裏かしぐ浮かんでまいり

れる母なるIll、相模川をいただき風光明

ます。

媚の地である。また相模原市、座間市は

故郷に帰ってからは、同窓会の一員と

50年程前は軍都とし、そのあと戦後は人

して先輩達が暖かく迎え入れ面倒を見て

口が急激に増加しつつある。厚木市は県

くれたことなど、同窓の団結の大切さを

央地区とし、伊勢原、秦野は春夏秋冬の

しみじみと感じました。これも偏に諸先

景勝の地として大変良いところである。

輩の先生方の良きご指導の賜物と思いま

また初代東京歯科大学長奥村鶴吉先生の

す。

出身地であることは我々の誇りとすると

特に山梨県におきましては、関東ブ

ころである。当相北支部は初代近藤昭

ロック７県の中で会員数が92名と非常

先生が支部長てY渋谷が庶務として県連合

に少ないのでまとまりがよく、いろいろ

同窓会長の小池先生の時から引き続いて

の行事について常に協力的で楽しく行わ

まいりましたが、昭和60年頃から渋谷が

れております。

支部長となり親睦の団体として和をもっ
て進めてきました。

年間行事としては、年に１回の総会と

学術講演会、点数改正後の伝達講習を含

最初の事業として国際マス釣り場の家

めた保険研修会、保険勉強会等を各２回

族慰安、その後厚木駅ビルの会合におい

位、また納涼会、ゴルフコンペ、ボーリ

ての一夜の集い。また町田市付近の千寿

ング大会等の親睦会を年３回位行ってい

閣においての懇親会や何回かの総会等、

ます。先生方の出席もよく充実した運営

親睦会等々を行ったが同窓会の１００周年

を行っております。

を期に益々団結して発展したいと思う。

（京鴫佑幸記）
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繕擬

昭和47年11月９日に、時の清藤志郎会

お招きして、盛大に挙行いたします。

限りない発展を遂げるために、あらゆる

長のもとで、本会の会則力噺しく制定さ

以上の事業を行うために､学術､保険、

努力を結集することこそ、同窓会活動の

れ、制度化された連合会として、有機的

厚生、広報の４委員会を設置し、年間約

根源であることを再認識し、会員こぞっ

な活動が開始されたのであります。

30回の委員会に諮問し、事業の活性化、

て、この目標に向って大きな力を結集し

内容の充実と円滑な運営に万全を期して

なければならないと思います。

その後時を経て､吉川大三､河邊清治、

愛知正晴、村越或雄、山清の歴代会長

いるのであります。

のもとで、役員一同のたゆまぬご尽力と

尚、医政関係として、東京都歯科医師

会員各位のご理解あるご協力を得て、所

会、並びに連盟の会長、役員、各種委員

期の目的達成に向かい、時代に即応した

会委員等の選出が、在京４校同窓、校友

会運営に取り組み、発展向上を重ね現在

懇談会のもとで、一定のルールに従って

の機構が整い、常時活動の実を上げるこ

行われているのが現状で、これ等の推薦

とができるようになりました。

についても責任と公平を旨として取り組

本会の構成は、４２支部あり、それを中

み、２年に１回、その改選が終了し、会

央、城東、城西、城南、城北、多摩の６

務が軟道にのった時点で、都歯関係東歯

ブロックに分け、人事面等の公平を考慮

同窓懇談会の名のもとで、慰労と感謝、

し、連携と交流を密にするよう心がけて

そして激励のための一夜を過ごす事が慣

います｡会員数は1,500名である｡年２回

例となっています。尚、日本歯科医師会

支部長会が開催され、意見交換と相互の

代議員の候補者の選定についても同様

提携を計っているのであります。役員会

で、東歯系都歯代議員連絡協議会との連

は12回、１２月には定時総会がもたれま

携と協調のもとで取り行われているので

す。予算総額は約1,000万円、年会費

あります。また、社保審査委員の推薦に

5,000円､年２回、６月と12月に会報を発

ついても、公平と人材発掘に重点をお

行し､４年毎に会員名簿を発刊している。

き、事後の研ｿl多等についても、本会の重

本会の事業としては､学術講演会１回、

要な責務と心得、万全を期しているので

保険関係の講習会２回、厚生関係として

あります。以上在京東歯同窓一丸となっ

ボーリング大会、自然に親しむ集い等年

て、社会的地位向上に向かって、不断の

２回開催し、会員の福祉と親睦を計って

努力を重ねているのが現状です。

います。その他新年交歓会を大学の理

同窓会創立100周年を迎えるにあた

事長、学長を始め、幹部の先生方多数を

り、104年の伝統を誇る東京歯科大学が

1５６
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ｉＨｐＩ

支部長太田寛

支部長堀光成

東京歯科大学発祥の地、千代田区の同

千代田支部より独立してからの歴史も

窓会三水会（水道橋の同窓力海月第三水

浅く、これといった特記事項もないので

曜日に例会を開くことから三水会と名付

すが、とにかく会員相互の親睦をモッ

ける）には、昭和８年卒の加藤亮之輔先

トーに、定期的に旅行等を含む懇親会と

生以下39名の会員がいる。同窓会会員の

か学術の会をもっています。

増加の少ないことは、他の同窓会と同じ

嬉しいことに、当会は若い人の出席率

悩みを抱えている。対策として各歯科大

が非常に高く、お陰様で会の運営は大変

学の卒業生も受け入れている。

円滑に行われています。

三水会の活動として学術には特に力を

なお、過去には故福島秀策先生が、ま

入れ、毎年３回シリーズの特集を組み、

た現在では昨年４月、東京者鵬祉局保険

総義歯について、歯周病の臨床など、今

部指導医療官に就任されました佐藤春海

年は顎関節症の臨床について実習をも加

先生が当会会員でしたことを附記させて

えて勉強している。そのほかトピックに

いただきます。

とんだ演題を随時取り上げているので若

い先生達の参加が多い。

会員の親睦をかねて、毎年２泊３日の

旅行（今年は北海道）やゴルフを春と秋
の２回行っているが、皆大変楽しみにし
ている。

その他新年会、総会、忘年会などを

通して常に新しい'情報交換をし、会員の
ためになる同窓会として活動している。

支部長並木俊雄

曾て帝都の中心といわれ、今や日本
の政官財のセンターとなった丸の内地
区で50年余りの歴史をもつ本支部の歴
代支部長は初代から飯塚喜四郎、小谷
虎次郎、城谷加寿雄、清藤志郎、早速
晴雄､山崎文男､並木俊雄｡一方､丸の内
歯科医師会の歴代会長は､飯塚喜四郎、
中原冨一朗､小谷虎次郎､城谷加寿雄、
早速晴雄､山崎文男､猪鹿倉兼三､並木
俊雄、と２代目中原氏を除いて東歯大
同窓で占めている。そして、僅か30有余
名の丸の内支部から、日本歯科医師会
長山崎数男､東京都歯科医師会長丼上
眞､清藤志郎､並木俊雄を輩出している。
また、丸の内歯科医師会の会員診療
所は歯科医師を目指す若者の臨床教育
を行い、一人前の歯科医師に育てる卒
直後研修医療施設の役目を果たしてい
る。土地柄もあるが、お互いが切瑳琢磨
し信頼ざれ尊敬される歯科医師になるた
めに努力をせざるを得ぬような環境をつ
くってきた。東歯大同窓会員はその中核
として常にリーダーとしての責を果たし
てきた。ここで修練を積んだ歯科医師は
生涯を通して学問的成長を継続できる
能力を身につけ全国へ散っている｡こうし
た環境を背景に幾多の人材を出している
が、現在、日本に誇る人物として総義歯
の山本為之、紫綬褒賞を受章した南加

大学歯学部教授納冨哲夫の両氏を挙
げることができる。
時代を経て受け継がれてきた伝統に
は様々な歴史が詰まっているが、これか
らも後輩によりよい未来を残せるよう努力
してまいる所存である。
1５７

支部長高山良光

支部長杉山健

支部長中川武幸

東京歯科大学同窓会日本橋支部（あゆ

京橋支部、水京会は昭和36年３月に発

母校発祥の地である当芝支部（統志

み会）は、１１名の役員により２ヵ月に1

会し、今年で34年を迎えました。戦前よ

会)は、昭和１４年に41名の会員をもって

度理事会を開き学術、保険、広報、医業

り十日会、また戦後水橋会の名称で、会

発足。今日まで途中挫折することなく

管理、福祉、会計等の各事業を行ってい

員の親睦をはかるため、観劇、会食等年

脈々と継続し、現在67名の会員の協力の

ます。

に数回集って会合を持っておりました

もと支部の活動を行っております。全国

会員数は、６２名で、記録によれば昭和

が、昭和36年より、赤穂英一（昭和５年

同窓会支部の中でも最初に発足した歴史

28年以来余り増減はないようです。日本

卒)田口裕康(昭和15年卒)佐藤元(昭

のある支部の１つであることに会員一同

橋歯科医師会会員数の約〉`を占める勢

和26年卒）水城八郎（昭和31年卒)渡辺

誇りを持っております。

力分布ですが、昔から同窓の多い地区で

文麿（昭和30年卒)杉山健（昭和30年

したがって会員の年齢格差が大きい支

した。都６，地ですので診療所数も常に飽

卒）と引き継がれて現在に至っていま

部でありましたが、近年若い年代の会員

和状態であり、新規開業は難しいのが現

す。（敬称略）

が大幅に増え、先輩諸兄が築いた発足当

会員数74名、毎年４月、６月、９月、

時の会の趣旨を引き継ぎ、若い会員が中

１１月に例会として、保険、学術の研I参を

心となって学術研I参および会員の和と親

あゆみの由来は、昭和49年福本忍支

行い、７月に納涼会、１２月総会、忘年会

睦を目的として会の運営に活躍しており

部長が同窓会行事に会員を参加させ、親

を開催しています。会報を年５～６回発

ます。

睦をはかる目的から会誌を発行しまし

行し､会誌名簿等随時酉B布しています。

状です。したがって二世代を継承してい

る歯科医院が１３カ所もあます。

た。当初は広報と称しましたが、その後
畑あゆみ〃という名称が会員から提案さ

れ、井上眞同窓会会長の直筆をいただ

なお、福祉共済の制度を採用し、基金

なお、昭和から平成へ年号が改まった

平成元年に創立50周年祝賀会を催し、改

の積立を行い､会員の不慮の事故(病気、

めて私たちは50年の歴史の重みを謙虚

災害）に備えています。

に受け止め、伝統ある当支部がより一層

き会報の題名となり、また会の愛称とな

また、水京会ゴルフ部として年４回の

発展飛躍することを願って更なる努力と

りました。あゆみは年１回の発行です

コンペを持ち、部員も18名を集め活発に

結束を高めていくことをこころした次第

が、今日22巻まで発行が続いておりま

活動しています。

でございます。

す。
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屈虚．！

重EHI

支部長関根正行

支部長渡部一雄

支部長小倉英世

麻布赤坂支部は、会員相互の親睦を中

我が牛込支部は神楽坂を擁する現在１６

四谷支部は、新宿伊勢丹から四谷駅ま

心に動いています。毎年々々歯科医師会

名の支部である。昔の歯科学報から見る

での昔の四谷区のあった地区で、その地

へ入会される先生は、残念ながらみんな

と、過去の先輩は河村利次郎氏、北村

価は非常に高くバブルが弾けてからコー

他校の卒業生ばかりです。麻布赤坂支部

宗一氏がおられ、両氏は当時の学会、同

ストビルが林立し、したがって患者数の

の会員数は、昭和50年の名簿では44名、

窓会でも色々活躍された。大正13年の日

減少に悩んでいます爪皆その中で頑

59年で43名、そして現在は32名、この２０

本歯科医学会では河村弘先生が宿題報

張っています。

年間で12名、３割近くの会員が減ってし

告をされている．河村弘先生は後年日

会員数14名で関連大学の卒業生２名

まいました。言い換えれば増えていない

本歯科医師会会長を、また同窓会の第６

を含んでいます（四谷歯科医師会会員数

のです。130名足らずの卒業生が47都道

代会頭を務められた。

80名)｡新入会の先生は、この１０年来まっ

府県に散らばってしまう、そう考えれば

支部長は北村宗久先生、矢内良徳先

たく無く、従って会員の年齢も一番若く

納得が行くものの、何ともさみしい限り

生。その後を私がつとめ現在に至ってい

て41歳年齢分布は70代３名、６０代２

です。しかしこれは東歯が－地区の大学

る。当支部は少数なので実に和気調々

名、５０代２名、４０代７名となっておりそ

ではなく、全国規模の大学である証拠だ

で、最近では渡辺吉明君（34年卒）が牛

の平均年齢は55歳を超えています。とい

と思って胸を張ることにしましょう。

込歯科医師会の会長として内外に敏腕を

うわけて催しに参加してくださる実働会

ふるわれた。現在は坂本清澄君(34年卒）

員は９名程度ですので、会独自の活動は

いまや家族が、全部違う歯科大学卒業
も珍しくない時代です。学生時代そして

が会長として活躍中である。副会長は

特に行っておりませんが、年一回の支部

大学の話が食い違っては、同窓会意識の

臼井久雄君（40年卒）が、また東京支部

総会といっても殆ど飲み会を開催、その

盛り上がりがいまひとつというのが現状

の同窓会学術委員に鈴木禎君（41年

他に、東京支部連合、城西支部連合の集

だと思います。これらのギャップをどう

卒）が、また東京都歯科医師会の公衆衛

まりには、少ない会員の中から４～５名

埋めていくか、これからの同窓会に課せ

生委員には北村一君(56年卒)が頑張っ

の方々に出席していただき、他地区の同

られた問題点として、いつも考えてしま

ている。また当支部には東京女子医大の

窓との交流を深めていくよう努力してい

う昨今です。

歯科口腔外科の扇内秀樹教授(43年卒）

ます。

がおられ、当支部会員が公私共にお世話

になっている。その他牛込支部は多士済
済である。

1５９
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支部長足代弘文

支部長佐藤健司

支部長斉藤篤

都庁が新宿区に移り、はや４年目です

歴史と文化の街文京区、特に本郷界隈

小石川地区と本郷地区が合併してでき

が、平成不況の影響をもろに受け、ビル

は者阯､ながら緑と坂の多い台地で、古風

た文京区は、現在でも２つの歯科医師

のテナント移転等、都陪Kの景気は特に

な木造の家並みも残り、文人ゆかりの遺

会、２つの支部があり、１７万弱の人口の

悪いようです。このような現状の中で、

跡も多く、さらに歯科界においても多数

地域医療活動に従事しております。小石

我が新宿支部は、会員数47名で、若い同

の優れた先人を輩出しております。

川支部の会員数は24名で「礫水会」の呼

窓会員も二世、三世を除き、入会する人

現在、本郷支部は28名の会員を有し、

称のもとに年間４回の会合と１回の総会

も少なく平均年齢も５５歳と年々上がる

同窓の二世、三世会員や夫婦会員も多数

を運営しております。各会合は特別な役

ばかり。若い会員が増え、会がもっと活

おり、２ヵ月に１回の例会、年１回の講

目を持たせず、自由な発想で先輩が地区

性化されることを願ってはいるのですが

習会または講演会、さらに２年に１回の

の患者気質の話をしたり、後輩が治療上

旅行を行って会員の交流親睦を深めて

の悩み事を相談したりで、いつの間にか

支部の年間の活動としては、年１回の

おります。また文京区歯科医師会におい

予定の時間が過ぎてしまうほどです。

学術講演、１泊旅行、年２回のゴルフコ

ては、歴代会長経験者だけでも９名を数

近くには都立大塚病院、駒込病院の同

ンペ等で親睦を計っています。有志で魚

え(故人を含みます)、現会長には田中久

窓医長がおられ、会員の相談役としてア

釣りにも出かけています。

雄先生と常に地区歯科医師会の根幹をな

ドバイスをいただいております。また総

しているのが我が支部であると自負して

合病院も数カ所あり、四歯科大学付属病

おります。

院も近くにあり、会員の心強い存在と

Ｏ

新宿歯科医師会がtt団法人となった昭
和23年以来の歴代支部長は、竹内末松、

佐々木敏夫、高橋敬文、藤林博、村田

これからも本郷支部のもつ気風、伝統

なっております。そうした医療環境に恵

を受け継いで新しい世代の声を活かしつ

まれた場所で医療活動ができる我々では

北原祐佐、山岸章二、熊倉正次の各先生

つ、会員の「和」を大切に保ちながら、

ありますが、若い先生方が少ない事が唯

で私で12代目になります。近い将来、若

益々本郷支部を充実発展させようと全会

一の悩みで、若い礫水会会員の誕生をお

い先生方に会の幹部役員になってもらえ

員が頑張っています。

待ちにしております。

茂、小沼四郎、安江祐二、矢郷正、

るように我々も頑張っています。
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支部長黒澤珍介

支部長橋本岩男

戦後間もなく故澤口源作先生（大正６

現在会員数27名（高齢会員４名）でこ

このたび、東京歯科大学同窓会が創立

年卒）を筆頭に同窓会支部らしき活動を

こ10数年多少の移動はありますが殆ど

100周年を迎えられましたことを、心か

するようになって、早50年近くが経とう

会員の数の変化はありません。毎年恒例

らお祝い申上げます。

としております。その間歴代の支部長先

の行事としては新年会を隣の浅草支部と

生や会員の先生のご尽力により地区歯科

合同で行います。和気調々相互の親睦を

医師会に根ざし同窓会支部として、内容

かねて母校や同窓会本部より来賓を招待

現在､本所歯科医師会では会長､専務、

ある事業をこなせるようになったと思い

して行っています。例会は年２回会費の

理事が同窓より選出されており、支部会

ます。

徴収や学術または保険の講習を兼ねて行

員一丸となって協力している次第であり
ます。

支部長岡本光生

当支部は東京の下町に在り総勢24名
です。

現支部会員は総勢28名です。昭和１５年

います。以前はよく支部の旅行を実施し

卒の高田輝雄先生を最年長に、平成４年

たのですが、ここ10年位行わなくなりま

支部活動は年１回の旅行のほか、学

卒の若い先生までです。支部の活動状況

した。近年日本も豊かになり若い先生の

術、保険講習会を行い、若い先生方もま

は、他支部に比べても活発な方だと思い

娯楽がゴルフや車、旅行も家族旅行が主

すます活気に満ちております。

ますが、隣の下谷支部との合同新年会か

流になったようで、これも時代の流れか

ら始まり、各１～２回の学術講演会と保

と思われます。

等で会員相互の親睦を深め、今後も支部

険講習会、年１回の懇親旅行会、年１回

昨年は12月の総会に久しぶりに郊外

のゴルフコンペ、そして総会、忘年会で

に遠出をしました。たまに小旅行も企画

１年の事業が終わります。

したいと思います。今年は４月に所属す

東歯大の校風のごときで先輩から後輩

る台東区歯科医師会の会長に、当支部の

までの融和が素晴らしく、色々の事業に

松田秀之先生が就任されました。先生の

皆さん積極的に参加しております。これ

活躍を期待しています。

も諸先輩方のご努力の賜物と感謝致す次

また、他地区とはボーリング、ゴルフ

の発展に努める所存です。

（大橋勲記）

第です｡遅れましたが､同窓会創立100年
誠におめでとうございます。

1６１

支部長山内‘恒徳

支部長大岡紀一郎

昔はよかったと思う。いつもそんなこ

品川といえば、皆さんは東海道最初の

品川区の同窓会支部は品川支部と我々

とを繰り返し考えている。考えているの

宿場としてのイメージをお持ちの事と思

の所属する荏原支部の２支部に分かれい

に良い思案が浮かばないのは、こちらの

います。その通り旧東海道として道は

ます｡荏原支部は東京歯科大学の｢東歯」

横着のせいである。あるいは惰性のなせ

残っており、この道を下って行くと、八

に因んで｢十四会」（じゅうしかいと読み

るわざである。そんなことを毎年、毎年

百屋お七や白井権八が処刑された鈴が森

ます）という会で活動しております。

漠然と反省しながら今日に至った。会員

の刑場跡も残っています。

支部長木村哲男

現在会員は同窓会会員17名と他１名

数がすぐないので、たまに旅行に出かけ

本支部は昭和43年、現在の荏原支部と

の18名であり、二世会員は少なく２組し

るくらいの親睦で、それもごく限られた

分離し品川支部として現在に至っていま

かおりません。毎月１回の名称通り十四

人だけの参加しか得られないので、何と

す。分離後、初代支部長に大塚豊美先生

日を中心に１０名前後集まり活動してい

も侘しい思いをするのであった。

が就任し、次いで中村鐡雄先生（昭５年

ます。主な活動としては保険勉強会、学

地区歯科医師会の旅行へ便乗したり、

卒)、清水明先生(昭３年卒)、塩津栄一

術講演会、業者による新製品の説明会、

バスツアーヘの割り込みなど、少ない人

先生(昭23年卒)、佐藤忠男先生(昭30年

VTRによる勉強会等を行っています｡品

数で効率よ〈などと企画実施してみる

卒)、伊佐津光生先生(昭31年卒)、松沢

川支部と共に年１回合同勉強会を開き、

が、いずれもいまいちというところで評

政敏先生(昭33年卒)、轟稔先生(昭３３

支部間の懇親を深めています。

判は芳しくない。当分増えそうもない支

年卒)、阿南章三先生(昭36年卒)、大塚

年１回秋頃には会員による旅行を行っ

部同窓会員と連繋を深め、親睦を固めて

弘介先生(昭36年卒)と続き、現在は山内

ていますが、会員の家族間の交流をとい

いく。うまい手だてはないものか。同窓

恒徳支部長（昭36年卒）が同窓会支部を

うことから、一昨年初めて家族会をホテ

会創立１００周年を迎え、また改めて考え

束ねています。

ルにて行いました。会員、家族に好評で

る。

妙案は、私が支部長をやめることが番だと、心の奥で叫ぶ声がする｡100周年
おめでとう。

支部会員数は26名（準会員３名）で、
小規模ながらきらりと光る集団として歯
科医師会の中でも異彩を放っています。
１月新年会に始まり、６月勉強会、秋の

旅行、１２月総会で１年の行事を終わりま
す。

（中村靖夫記）
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あったので会員旅行と隔年毎に続けてい
くことにしました。
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支部長横矢重忠
100周年おめでとうございます。

支部長杉原伸顕
森水会、大森の｢森｣と水道橋の｢水」

支部長堺拓之
1912年に東京府歯科医師会が設立さ

目黒支部は別名｢千樹会｣と申します。

をとったこの名は血脇守之助先生が名付

昭和１１年にⅢ脇先生のご臨席を得て、支

け親といわれ、その発足時期は正確な記

てより蒲田地区に１０名程の歯科医師会

部同窓会が目黒雅叙園で開催されまし

録が無く現在調査中だが、大森歯科医師

会員がおりました。同窓会の存在は不明

た。行人坂に立っての眺望も抜群。鯵蒼

会が今年70周年を迎えたことからほぼ

です。昭和の初期には、４０～50名と会員

たる樹木の起伏は目黒を包んで多摩の清

同じ時期、大正末期か昭和の初めと思わ

は増加していき、東歯出身は15名前後の

流に至り、富士の霊峰は澄然として緑に

れる。現在会員は40名程で大田区の１２の

映え、まさに絶景だったそうです。

部会にわかれ活躍している。平均年齢が

この景観に血脇先生は支部の呼称を

「千樹会」と名づけられました。千樹は
干寿に通じ末永き発展を期待されたよう

62歳と一寸高いのが目下の悩みだが硬

軟柔剛静動とその顔ぶれも多彩である。

学術、旅行、総会と年３回の会合力特

です。以来60年「千樹会」として親しま

たれ本年は学術講習会に病理組織学の

れております。

下野正基先生をお招きし、旅行は函館、

れ、1925年荏原郡歯科医師会が認可され

会員が在住していたと思われます。１９３４
年頃に歯科医師会の蒲田支部会の設立と

前後して、同窓会支部が設立され、初代
の支部長に、熱田英一氏が就任されたの

ですが、戦中戦後の混乱のため、在任期
間は不明です。

以後二代、遠藤茂氏、三代飯島和夫

氏（32年～40年）四代佐々木力氏（40年

年１回の旅行．２回の学術講演会、数

湯の川温泉を計画し本当に裸のつき合い

回の夕食会等で会員の親睦と発展に貢献

で同窓ならではの話題に終始した。会の

できれば幸いと思っておりますが、現在

名からすると美術絵画、または邦楽の会

歯科界も不況業種といわれるようにな

かとも間違われそうだがその名の通り

り、旅行、夕食会は少々寂しくなりまし

瑞々しさを失わないよう活躍していきた

たが、学術は出席者も多くせめてもの救

いと願っている。二世、三世と後iMi者も

東歯出身の同窓会員の人数は、いつも

いです。

序々ではあるが増えつつあることもつけ

18名前後と増減はなく現在に至ってい

加えておく。（写真は池上梅園です）

ます。

アルバムの中から「千樹会」と書かれ
た旅行の写真を同封します。１０数年の月

～44年)、五代佐藤知也氏（44年～４８

年)、六代古澤正己氏(48年～61年)、七代
橋本慶一郎氏（61年～平成２年）八代堺
拓之氏（２年～現在）と支部長を務めて
おります。

（赤穂英生記）

日が流ｵ化今は亡き３人の先輩のお元気な

姿を懐かしく思いつつ……。
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支部長田中彰

支部長田中宏

支部長小林伯男

我が支部の歴史は、昭和９年Ⅲ脇守之

私たちの支部が所属する玉川歯科医師

支部は今（平成７年１０月)60周年の記

助先生により「世水会」と命名された時

会は、昭和26年に世田谷歯科医師会より

念事業へ向けて、着々と準備を進めてい

から始まる。世田谷の地にあって、地域

分離独立をさせていただいたおりに、世

るところです。

のみならず、日本に目を向けて静かに変

水会（同窓会世田谷支部の名称）の一宇

地区歯科医師会が60周年を迎えたの

革していった、伝統と誇りを持った会で

を頂だいいたしまして、「王水会｣と命名

で、同窓会も50年以上の軌跡を持ってい

ある。

し､本年で44年となりました｡お陰様で、

るであろうと、委員会を作り調査を始め

今日まで諸先輩方の弛まぬご努力、ご尽

たところ、地区会と同じに、昭和８年よ

た｢世水会｣は新宿｢京王プラザホテル」

力をもちまして順調な発展をとげ、現在

りの存在が確認されました。そこで急

において記念祝賀会を行った。五十嵐

は29名(女性会員３名)に達しておりま

痩、６０周年記念事業の実行となり、１２月

尭昭同窓会会長、関根弘前学長を始め

す。

２日祝賀会、平成８年３月までに記念誌

平成７年２月１８日、創立60周年を迎え

多くの来賓をお迎えして全会員がこれを

沿革を簡単に記しますと、「東｣は多摩

祝い、輝ける未来に向けて、誓いを新た

川（新玉川線二子玉１１１）「西｣は駒沢公園

支部会員は、８３名（同窓子弟の他大学

にした。

近くを走る駒沢通り、「北｣は閑静な高級

卒を含め和気蒻々と)､支部としても大所

住宅地を有する奥沢、等々力地区､｢南」

帯の方で､学術､保険の研修部門､旅行、

田中彰会長と共に35名の役員により

は賑いの一途をたどる用賀、桜新町地

忘年会の懇親等々、２ヵ月に１回程度の

運営されている。

区、その中央を東急新玉川線が中央林間

例会をもって活発に活動をしています。

から水天宮までを横断しております。

数年前には、大会場を使ってのオープン

現在､87名の会員を抱え､会則のもと、

事業の主なものは、総会、理事会、講
演会、会員レクリエーション、新年会、

会員の活動は、地区住民の方々への福

の発刊が決定されました。

セミナーも試みました。

理事相談役監事顧問会、そしてゴルフ部

祉、医療はもとより、内にあっては阿部

都市化の流れの中、地縁の薄れをいか

による競技会で93歳から34歳まで幅広

鋭夫先生(昭和11年卒)が連盟会長､横瀬

にカバーし、結束を維持していくか、６０

い層の会員は強い団結力のもとに21紀

和夫先生(昭和26年卒)が本会青申会長、

周年を契機に、頑張りたい。

に向かって力強く歴史を刻んでいる。

鈴木捷弘先生（昭和41年卒）が本会副会

長、保母英昭先生（昭和43年卒）が国保
審査委員、河野誠之先生（昭和55年卒）
が社保審査委員、その他多数の先生が多
方面に一体となって活躍を続けられてお
ります。
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支部長上野眞人
中野支部は昭和16年頃、専門学校同窓

会中野支部、別称「十日会」として活動
を開始し、会費50銭で親睦旅行等を行っ

ていたそうですが、昭和20年頃｢中水会」
（水道橋の中野支部という意味)と名称を
換え、会則を整備し今日に至っておりま
す。

現在は同窓の子弟の関係で他大学歯学

部の卒業生も入会しており、会員数59名

支部長貝塚雅信

「杉並区」：区名の由来
江戸時代の初期、成宗と田端両村の領
主であった岡部氏が領地の境界を示すた
め､青梅街道に杉並木を植えたことに始まる。
・杉並支部（杉水会）の現況
会員数：７０名､内名誉会員１名､東京歯
科卒63名、松本歯科卒６名
・幹事会：支部長､副支部長２名､幹事１４
名、監事２名、相談役４名
・年間事業計画：学術講演会２回、保険
講習会２回、レクリエーション１回、新年

（東歯同窓47名、他大学出身者12名）で

会､総会１回、ゴルフコンペ３回、広報(杉
水会だより)年２回発行

構成されており、社団法人の歯科医師会

・写真は昭和47年よりの歴代支部長左よ

の組織とほぼ同様に、会長、副会長、監

事、総務、会計、学術（年２～３回講演

会)、厚生（年１回レクリエーション)、
編集（年３回中水会報発行）で組織し、
若手26名の役員力海月１回理事会を、３
月は予算総会、１０月に決算総会を開催

し、会務運営を行っております。最近、
若手の同窓５名程入会し、久々に中水会
の活動が活況を呈してまいりましたが大
変喜ばしい限りです。

（写真は平成７年１月の新年懇親会時の
記念写真）

り、昭和47年４月～昭和49年３月

桜井和人：昭和25年卒。
昭和49年４月～昭和59年３月まで

野村有市：昭和23年卒。
昭和59年４月～昭和63年３月まで

野口春治：昭和17年卒。
昭和63年４月～現在に至る。

貝塚雅信：昭和26年卒
・平成６年度主なる事業。
学術：第１回講師、腰原好教授・演

題「生体にやさしい金属床義歯」第２回講
師、蓬田康弘先生(栄養科学研究所）・演
題｢食がかわれば、あなたも変わる。癌にな
りにくい体質をつくる食生活」
保険：第１回講師､中川杉生先生(本会

会員）演題「点数改正の要点について」第
２回講師、中川杉生先生、増田進致先生

（本会会員）演題｢平成６年度の改正点に

支部長水上量司
古くは東口に60階のサンシャインビ

ル、最近では西口に東京者B芸術劇場力建
てられた池袋を繁華街としている豊島区
に開業、勤務されている会員の親睦を第

一の目的として、月１回の例会を中心に
活動しています。

豊島支部は、昭和21年４月、初代支部
長正岡豊市先生の下で結成され、昭和２５

年４月に大多和彦吾先生（９月に97歳の
天寿を全うされました）が就任してから
昭和36年１０月までに２名、任期が－期２
年となってから現在まで１５名の支部長

が誕生、現水上量司支部長は22代目とな

ります。就任月も、同窓会本部と同様に
平成４年には10月から１月に変更。

現在の会員数は47名、そのうち、高齢
会員15名、他校卒も含めた二種会員が１０
名です。支部活動は、毎月の支部だより

の発行、８月を除く月例会（保険、学術
各２回$i務１回､旅行､レクリエーショ

ン等）の開催。今年も昨年に続き、家族
も交えて、秋の京都旅行を十分に楽しみ
ました。

（寺田誠記）

ついて」

厚生文化：

ビンゴ大会・杉並会館において。
ゴルフコンペ・第１回北武蔵ＣＣ４月、第

２回東相模ＣＣ８月、第３回大月CC12月。
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Ⅱ

支部長高橋利武

支部長松永芳生

支部長大門雄一

私ども北支部（東珊会）は、江戸の昔

当支部は東京でもみどり多い飛鳥山公

荒川支部としては昭和８年に荒川区が

よりⅢ王子の狐〃、飛鳥山の花見"で知ら

園、石神井川と自然に恵まれています。

でき、歯科医師会が独立してから同窓会

れる東京者１J北区に、同窓会王子支部とし

この地区に我が同窓諸先輩先生が地域

支部も結成されました。それ以前は現在

て昭和17年１１月１８日に発足し､昭和41年

医療にたずさわるようになったのは、大

の豊島区、北区、荒川区、足立区に相当

２月28日北支部と改名し現在に至って

正中期から末期の頃です。故林好先

する地域が北豊島南足立歯科医師会とし

おります。少人数の同窓によって発足し

生､故菊池武先生､故松永芳太郎先生、

て一括されていたからです。

た当支部も－時は30数名の会員を擁し

故大橋忠先生各初代先生方が当時

現在支部会員は26名（名簿上は38名）

ましたが、ここ数年会員数は20名半ばで

は、まだ同窓会としての形が今ほどでは

で区歯の第３勢力ですが、昭和８年創立

推移しており、現在数は24名です。年齢

なくお互い同窓を意識する程度でした。

以来東歯系の先輩が率先区歯会長を務め

分布は80歳代（４名）最年少は20歳代

時代の流れに連れ地名も東京府滝野川、

ておりましたが、最近では各校持ち回り

（１名）まで40歳･50歳代(11名）を中心
として幅広い世代の会員がおります。

東京市滝野川区、そして現在に至りま

の考えで会長を決めております。歴代東

す。

歯系会長は初代の櫻井善蔵（医)、入江

その後昭和30年代からは、故大橋忠

槌弥（医)、関口竹広（椎)、久木留広

を迎えられた先生方の、お祝いの会〃な

先生、故松永芳太郎先生、白須賀正樹先

(医)、宮下清（椎)、磯部東三（昭和

ど年数回の懇親会、旅行などを行い、

生、西村治先生、岡村喜道先生、大橋

１０)、名取義道(医)、清信静夫(昭和８）、

「和｣をモットーに会員相互の理解と親睦

和夫先生、菊池豊先生、各先生方の支

櫻井善忠（昭和35)です。

を深めております。それ故か、親子二代

部長を経て今日を迎えています。現在支

にわたる当支部の会員（現会員・故人を

部の活動は、毎年６月の総会をはじめ、

ですが、戦後は鹿島前理事長や長尾名誉

含め）は都市部での開業にはめずらしく

学術会、旅行会等も行い親睦をはかって

教授と同期の清信先輩が支部長を長く務

10組を超えるほどです。また毎年、母校

おります。

められ、活発な支部活動の基盤をつくら

支部の活動としては、’古稀Ⅲ喜寿〃

や同窓の先生をお招きして年２回ほど、

学術、保険関係の講演会を行っておりま
す。

今後は他支部との交流も交えたいと
思っています。

支部としての活動は戦前のことは不明

れました。毎月の例会・無尽会・研l参会

(スタディグループとして登録)・旅行会
等今日まで継続しています。清信支部長
に続いて江里口武(昭和18.9)、宗像稔

（昭和20.9)、大島水哉(昭和24)、大門
雄一（昭和35)と６～10年位ずつ支部長
を務めており、大変なごやかな雰囲気を
誇っております。（櫻井善忠記）
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支部長槇田正巳

支部長横田’惇

支部長瀬田和夫

同窓会の創立100周年、支部全員でお

練馬支部（練水会）の歴代は、練馬歯

同窓会創立100周年、先人のご苦労の

祝い申し上げます。昭和一桁で出発した

科医師会が板橋歯科医師会から分かれた

支部は、その後練馬区と分割し現在に

昭和22年以来48年になります。当時８名

当支部発足当時の様子は、今では定か

至っていると聞き及んでいます。卒業年

の練馬支部の会員も現在では本会員５４

ではない。先の大戦後、兵役を逃れた先

度に関係なく何でも話し合える会。それ

名、準会員７名（出身校、松本、昭和、

生、九死に一生を得て復員された同窓、

が当支部の姿勢です。

岩手医大、奥羽など）合計61名の多きに

僅かの新卒者が相寄り、親睦を主とした

なっております。

無尽の会が始まりと思われる。古びた木

会員の消息、地区の剃了部やその他の

賜、計り知れぬ重さを覚える。

役員の配分、親睦のための懇親会の開

因みに練馬歯科医師会の会員は現在

催、保険、学術等の講習はどこの支部で

371名です。練馬支部長は私で17代目で

もやっていることと思います。当支部で

す。また、年間事業としては現在、総会

昭和40年を過ぎると著しい人口増に

は会員有志により結成した水橋会という

１回、役員会４回、雑話会４回、保険講

伴い歯科医の数も増えた。会の役員構成

勉強会があり基礎から終末処置まで多彩

習会２回、学術講演会１回及び懇親旅

などには、いつも少数派の辛苦と無念さ

な課目を最新の医療を取り入れながら、

行、忘年会を各１回行って会員の親睦を

を知らされた。歴代支部長のご苦労は大

シリーズ物として毎月開催（大変好評で

計っております。同窓の代表として日本

変だったに違いない。今日では、同窓の

他校の先生方も多数l徳講され、同窓会相

歯科医師会代議員1名､東京都歯科医師会

二世はおろか、三世の若い先生も稀では

互の親睦の一助となり、ますます盛況に

代議員2名､練馬歯科医師会に副会長､監

なく、支部会員28名、旅行等も加え、毎

なることと思います｡)また支部独自に互

事、理事数名を送り込んでおり、また社

月にぎやかな東歯会をもっている。

助会を運営し、主に疾病や弔事に対応し

保審査員、国保審査員を各々１名ずつ出

ていますが、慶事にも対応できれば最高

しております。

です。

今後とも近隣の支部や、本部と連携を
密にして発展を願う次第です。

以上、練馬支部の現況をご報告いたし
ました。

箱を振って、箸棒のくじを引く様々な
面々がたまらなく懐かしい。

末文になりましたが歴代支部長のお名
前を列記して稿を結びます。

初代故木村先生、日高先生、故藤尾先
生､児玉先生､花田先生､故石和田先生、
渡辺先生、瀬田。
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団晒囚艮

支部長小林俊春

支部長武藤直紀

東京の江東区の我力城東支部は地元歯

平成７年現在、本支部は27名の会員を

昭和27年６月29日とされ、白川享先生

科医師会会員108名の内、最年長は昭和

擁して存立している。そのうち高齢会員

が初代支部長として就任され、以後昭和

13年卒業から最年少は平成２年卒業の

４名、推薦会員１名を含んでいる。

35年より小阪力先生へ､46年から二階堂

21名を数える。城東支部の創立は昭和１３

則彦先生、５２年白川尚先生、５３年吉田

年となっており、かれこれ60年になろう

子）と詠まれた大正の終わり頃のこの地

邦男先生、６０年から白川尚先生、平成

としているわけであるが、その間の支部

は、未だ万葉以来の農村の面影を残して

元年より山根守正へと引き継がれ現在に

長は現在の私で８代目である。

いた。大正15年、立石の地に田中正巳先

支部長山根守正
深川支部の結成は同窓会報によると、

至っている。

その間、同窓会員間の総会、学術、保

、葛飾や桃の雛も水田くり〃（秋桜

生（大正12年卒、新窓会）が開業され、

支部の活動も平成年度に入り、デンタ

険、そして懇親等、歴代支部長が積んで

本会の鼻祖となったわけである。以来幾

ルファミリーを加えて、深水歯学研究会

こられた業績を引き継いで発展して行こ

星霜を経て今日にいたるが、筆者が入会

を結成し会則の基に５名の幹事と共に、

うと思っているｄ幸い城東支部には現

した昭和33年には専門学校出身の先生

年間新年会、又は忘年会、東歯大との連

在、梅田昭夫常任理事、杉山勉常任理

ばかりのメンバー構成であり、学部出は

絡を密にする人的交流を基本とする学

事のお２人が同窓会本部におられるの

わずかの３名であった。

術､保険の研究会､城東支部との旅行会、

で、いろいろな'情報もすぐ手に入り、同

今は、まったく逆であり、時は過ぎた

会員家族懇親会を主に行事として行って

窓会会員に伝達している。と同時に支部

のである｡加えるに､本年度入会のフレッ

いる。会員数は現在22名で構成されてい

としても少しでもお手伝いしようと思っ

シュマンをもって大学院卒も５名の多き

る。

ている次第である。

を数えている。聞くところによると、そ

現在でも上述の活動を行っているが、

の他在学中の同窓子弟の数も５指にあま

社会全体的にも会員としてもなにかコ

るとの事であり、本支部にとって、若き

熱田俊之肋、白川尚各先生が本会の会

ミュニケーションが少なくなってきてい

有為なる人材の輩出は、より一層の組織

長及び日歯役員等にて活躍されている。

る感じなので、同窓会支部としてもっと

の伸展を予感させるものである。

これ迄に安藤武戈、高本清志、浅野
丹次、春日省三、吾妻三郎、白川享、

（写真は城東支部との合同旅行会）

しっかりと､和やかに､結束したいと思っ
ている。
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支部長小菅良章

支部長飯塚正人

支部長鈴木隆男

初めに同窓会100周年誠におめでとう

武蔵野市歯科医師会が昭和40年４月

八南支部は、八王子、日野、多摩、稲

ございます。母校創立１００周年と共に大

に北多摩歯科医師会から独立したことを

城市で構成されています。創立以来70年

変感無量の』思いです。江戸川支部は江戸

機に、同窓会支部も独立してはという意

足らずを経て、現在会員数36名（終身５

川を挟んで千葉県との県境にあります。

見が出て、昭和46年に北多摩支部より独

名）です。八南歯科医師会には、今まで
歴代会長５名を出し、現在は池田会長

実は当支部は，先輩諸先生の発案で大学

立した。独立当時は20名足らずの小さな

創立100周年にちなんで、先人の足跡を

支部でしたが、現在では、３２名となり、

（42年卒）浮地専務（44年卒）高木会計

いささかなりとも残そうと、会員各先生

二代目会員も数人おり、数年以内に１０名

（47年卒）紺野監事（41年卒）等の先生

のご協力を得て平成５年に小説「江戸川

を突破、三代目会員が現れるのも間近で

方が約370名の会員の中心として、活躍

支部のあゆみ」を独自に発刊いたしまし

す。

されています。

た。それによりますと初代支部長は大正

昭和46年江部易広初代支部長から始

同窓会活動としては年１回総会、忘年

６年母校卒の宝田清重郎先生で、支部創

まり、水村七五三彦、樋口梓、高坂

会を持ちます。またざっくばらんな勉強

立50年に垂んとしているようです。

昌雄、酒井健次郎、篠原健一、八尾敏則

会を年４回、篠田君（48年卒）が、中心

歴代支部長の尽力の基、全会員の協力に

になって、様々なテーマを取り上げてい

より現在がある。

ます。

現在支部会員数は推薦会員も含めて３３

名、内高齢会員３名、中堅若手会員共々
支部のチームワークは抜群で現在地区会

行事としては、学術研修会と保険講演

先日も田中先生（25年卒）に、戦後５０

長を我が校が担っております。支部活動

会を年１回、また会員が米寿を迎えた

年というテーマで話していただき、オウ

としては、毎年２泊３日の支部旅行（今

り、二種会員になった時等々、機会ある

ム問題もからめて話が盛り上がり、時の

年は十和田湖八幡平へ)､ゴルフコンペを

度に懇親会を開催している。八尾支部長

経つのを忘れる程でした。ゴルフは年３

２～３回、講習会を１回予定しておりま

時代より始めた近県主要歯科大学病院見

回、土橋（36年卒）成宮（50年卒）両君

す。他校と比べ数は少ないが、母校の伝

学の旅も、母校の雄大な稲毛病院を皮切

が中心になって他校もお誘いし、和気

統ある心意気を持ち合わせた人材揃いで

りに、年１校を基に10年目を迎える。

蒻々と催しています｡１００周年を迎え､歴

あると思います。

代支部長､中村､牛久保､田中､須佐美、
五藤先生と各先生方のたゆみないお働き
を思い感謝いたします。
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》
支部長石井愼一

支部長服部玄門

支部長金子義泰

町田市は東京者阯から西南30kｍに位

都の西方にあり、東京都のほぼ中央に

菊薫る秋此のよき日に同窓会創立100

置し、半島状に神奈川県と境を接してい

位置する武蔵野台地に、１７の部会と総勢

周年記念式典、祝賀会を挙行されること

ます。交通の便にも恵まれているため、

130余名の会員で構成されているのが北

は同窓として誠に喜ばしいことと存じま

急速に発展し、現在、人口も35万人を超

多摩支部である。

す。皆々様には益々ご健勝のこととお喜

えています。東京歯科大学同窓会町田支

支部は大正１４年１１月３日創立と記録

び申し上げます。

部は、昭和50年に会員数11名で発足し、

に残されている。以後、時代と社会状況

さて我々西多摩支部では東京歯科大学

現在は１８名です。支部の活動状況として

の変遷は名称にその歴史を物語ってい

の卒業生がわずか１５名の少数なので､奥

は、総会を年１回、例会を２回程、会費

る。記録によると昭和25年に立川市・北

羽大学歯学部同窓会４名、松本歯科大学

徴収や会員による学術講演等を繰り入れ

多摩郡支部､昭和32年には立川・北多摩

同窓会４名、計23名での共同で学術講演

郡支部、昭和36年に北多摩郡支部、昭和

会及び懇親会、旅行等を行い各同窓会と

時には、近くの箱根温泉で懇親会を開

40年に北多摩支部、昭和47年には武蔵野

の交流に努めております。

くこともあります。市内及び隣接する神

が支部として独立し現在に至り、平成７

奈川県に名門ゴルフコースが点在してい

年70周年を迎えたのである。

て行っています。

平成６年１１月には三浦半島に親睦、旅
行を行いマグロの兜焼に挑戦し旨酒に酔

ます。そのため、診療よりゴルフに熱心

初代支部長は、故矢嶋源太郎先生で、

いながら平成７年の抱負を語り合い、翌

な先生も多く、毎年行われる大学対抗ゴ

会員の大同団結を願い、いち早く支部を

朝には全員で魚市場にくり出して、家族

ルフ大会では、いつも上位入賞を果た

創立ざれ以後、故山下又次郎先生、大村

のお土産を買い求め和気蒻々の内３時頃

し、今年も準優勝しています。私の健康

光晴先生、故吉井三郎先生、村田秀純

帰路につきました。

法の著者でもある陸田先生の影響もあ

先生、桜井正先生、小山実先生、故

また平成７年度は色々行事が多く同窓

り、皆健康で元気に活躍されており、最

矢島力先生、田辺明先生、北村晴彦

会ができずじまいで、平成８年になりそ

近若い先生も入会して来ましたので、将

先生、荻野益男先生そして服部玄門がそ

うです。これからも各同窓会と共によい

来が楽しみです。

の任を引き継いているのである。

方向に進んで行きたいと,思っておりま
す。
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信越地域支部連合会
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信越地域支部連合会の設立について

演にうつり｢社会歯科学序説｣と題し高木

潟、長野交互に連合会総会を受け持ち、

は､本部規則､(昭和44年11月９日改正、

先生から歯科医師の未来像について専門

同窓会長､学長のご臨席をいただき､母校

同45年１月１日施行）では当初地域ブ

的立場から穂蓄のあるところを聴講し

教授によるご講演をお聴きしつつ､親睦

ロックは、甲信越（山梨、長野、新潟）

た。引き続き親睦大'←ティが行われ、

と連繋を密にして今日に至っている。

とあり、その後諸般の事情により、昭和

皆共々そのまま学寮で宿泊ということで

48年に会則一部改正があって、地域支部

時のたつのも忘れ歓談を尽くし、校歌も

は信越（長歎新潟）と定められた。こ

声高らかに野に山にこだました)｡以来新

歴代の地区選出理事及び連合会長は次
の通りである。

のことと前後して信越地域支部は昭和４７

年11月１日に設立発足した。初代連合会

昭和50年

昭和52年

白樺高原にある東京歯科大学蓼科寮で開

昭和53年

催された。当日は来賓として井上眞同
窓会長と本部理事の三村一郎先生、大学

昭和55年
昭和56年
昭和57年

圭二郎教授、そして地元町長、松本歯科

昭和58年

大学学長北村勝衞先生、長野県歯会長

昭和59年

田中益穂先生、各大学同窓会代表の先生

昭和60年

名であった。

山浦安夫先生はそのときのことを次の

昭和62年

昭和63年
平成元年

平成２年

されて初めて総会だけに議事もスムーズ

平成４年

に進行し、その間山本先生からは大学の

平成５年

現況、井上会長からは医政問題、同窓会
のあるべき姿等を承り、終わって記念講

平成６年
平成７年

重重恵恵

平成３年

十十

ように述べておられる｡(特に信越が結成

青木富士弥

岡田一郎
青木富士弥

岡田一郎
青木富士弥
岡田一郎

丸山弘

岡田一郎
内田稔
岡田一郎

徳山貞長
岡田－郎
黒沢明雄

岡田一郎
矢口郁雄

明明博博之之男男

ご参加と長野県４支部を合わせて70余

昭和61年

俊俊

方のご出席があり、新潟県からは７名の

英英

からは学長代理、山本義茂病院長と高木

昭和54年

貞貞

昭和51年

その翌年の昭和48年８月１８日に長野県

佐佐

初めての信越地域支部連合会総会は、

郎雄雄達達長長潮潮雄雄明明

昭和49年

実実

が選ばれた。

昭和48年

連合会長

青木富士弥

村村村美美山山水水上上谷谷浦浦谷谷屋屋嵐嵐倉倉

窓会地区理事には三村一郎先生（新潟）

地区理事

三北北宇宇徳徳清清池池塩塩山山塩塩士士五五片片

長は青木富士弥先生（長野）で、本部同

年度

昭和47年

岡田一郎
松原典夫
塩谷明

｡、林則夫
塩谷明

犬飼啓元
塩谷明
近江誠一
1７１
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支部長小林則夫

支部長犬飼啓元

支苔ﾛ長』馬場義夫

北信支部は長野県の北部に位置し、長

広大な面積と縦横に走る山並みにより

長野県は地理的な関係で４つの支部に

野市､飯山市､中野市､須坂市､更埴市、

長野県は４つの地区がある。それにとも

分かれています。北信、中信、南信、東

上・下水内郡、上・下高井郡、更級郡・

ない同窓会支部も４支部となっている。

信の各支部です。東信支部は３つの歯科

埴科郡の５市６郡を傘下に持つ。今上陛

中信支部は３市、４郡、松本市を中心に

医師会で成り立っています。上田市、小

下が学習院高等科時代にスキーをなさ

目下会員49名の比較的まとまった支部

県（ちいさがた）郡が合併して上田小県

れ､またスキーの名手猪谷氏を生んだ"志

である。戦後母校の復興に協力するため

歯科医師会、会員数25名、小諸市、軽井

賀高原"、日本最豪雪地と知られる、森の

昭和20年代に組織化され、初代支部長、

沢町またその周辺地区を包含した北佐久

宮〃さらには謡曲帆紅葉狩〃にでてくる

森芳夫先生から現在まで８名の支部長

歯科医師会、会員数１２名、佐久市を中心

平維茂伝説の地、鬼無里村〃を擁してい

により運営されてきた。発足当初は他大

とした佐久歯科医師会、会員数13名、の

る。1998年には長野冬季オリンピックが

学同窓会との競合もあり厳しい活動の時

計50名で東信支部は構成されていま

開催されることになり、交通網整備が急

期もあったが、この20年は平穏に、同じ

す。蓼科寮のある地区は北佐久に属しま

ピッチで行われいてる。陸の孤島の汚名

釜の飯を食べあった者同志の集まりとし

す。支部長以下役員は原則的には２年毎

返上も間近である。

て気のおけない集いを続けている。

の任期て１'頂番に選出されます。再選は妨

本支部の年間行事は、その時々の支部

ここ数年の事業としては家族従業員慰

長の判断で､旅行に､宴会にと､40名の会

安旅行、囲碁、ゴルフ大会、夏のビール

支部の活動としましては、春、秋の役

員間の親睦を計ってきた｡現在は､総会、

パーティ、信越地域支部、長野県連合会

員会・年１回秋に催される総会で会員相

春の観桜会、忘年会に、保険問題検討、

の総会、講演会、家族従業員合同の大忘

互の親睦を厚くし併せて母校への協力を

小学術講演が定着してきた。その他県下

年会等である。

げません。

目指しています。また長野県連合会総会

なお10数人の熟年会員が二十日会と

並びに信越地域支部連合総会への積極的

称して毎月２０日に夕食を共にしなが

な参加をはかり多数の先達によって推進

（写真は関根弘前学長と青木富士弥元北

ら、その月の出来事、また社会、歯科界

されてきた母校の伝統精神、いわゆる水

信支部長・長野市オリンピックセンタ

のありようを語り合い親睦を深めている。

道橋精神の高揚に努め、あらゆる面で母

（写真は松本城のバックに北アルプスを

校の発展に寄与したいと努力していま

望む）

す。

４支部合同総会、信越支部連合会総会に

出席、懇親と情報交換の場としている。

ーにて）
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睦水会忘年会平jdZ8年12月9日於小三

支部長近江誠一

支部長塩谷明

南信支部は、八シ岳、霧ケ峰、塩嶺に

第１回東京歯科大学同窓会新潟県支部

囲まれて水を湛える諏訪湖周辺の諏訪地

は昭和26年５月20日、長岡市公会堂で発

区と、この湖より出て中央と南アルプス

足し、初代支部長に宇佐美尚（故人）

の麓を流れ下る天竜川沿いの上伊那地区

以下岡田信雄(故人)、勝丼義介(故人)、

及び飯田下伊那地区よりなる会員47名

広瀬正威(故人)、三村一郎、岡田一郎、

のまとまりのある支部です。その前身は

塩谷明、各先生に受け継がれておりま

東京歯科医学専門学校同窓会長野県支部

す。

（別名信水会）で、昭和21年の本部第５２

平成７年６月現在の支部会員数は186

回総会での会則大改正にともなって南信

名で会則も整備されております。新潟県

支部は設立したと思われます。当時の支

支部総会は年１回、新潟県を４つに分

部長は、県支部長もおやりになった菊地

け、上越、中越、下越、新潟市と持ちま

武彦先生（辰野町）で永く務められた。

わり開催し、信越地域支部総会も長野県

後に宮下尭人先生に引き継がれました。

と隔年に執り行われております。広い新

以来支部長は牛木実、小口勝衛、鮎澤

潟県、顔も知らない会員の出現を恐れて

英齢､植野忠道､池上英雄､佐々木諾、

18年前に顔写真入りの名簿を作成。５年

伊藤龍太郎、下島計雄、松村雄郷、笠原

に１回の改訂を行っており、また県支部

正和､下井進､近江誠一へ続いて現在に

創立50周年を記念して支部会史の編纂

至っています。

を企画中です。

同窓会１００周年を迎える今、支部同窓

新潟市及び近郊の会員約60名が毎月

生ひとしく母校愛に燃え、校歌を歌いな

25日を定例会として睦水会を開催し、会

がら、過去から未来へわたる母校の大い

員相互の親睦、研修、旅行等の多彩な行

なる足音を感じつつ、一層絆を固くして

事を先輩、後輩の別なく和気蒻々と行っ

おります。

ております。
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催しであると評価いたしております。場

今年度は、三重県が当番県ございまし

22日に、４県(静岡、愛知、岐阜三重）

所も、時も、企画も、すべて当番県が考

た。不思議な事が種々ございました。

ブロック会ができまして､毎年４県が、

案して催す事柄。他支部会員も、自由な

Ｌ東京歯科大学創立100周年がちょうど

交代で､連合会を開催することになりま

立場で、参加できますこと。血脇イズム

４年前で、三重県が当番でございまし

の「家族主義の精神」で、近県の同窓の

た。それで東歯精神「歯科医である前

最初は岐阜の長良湖畔｢御1霊会館｣で、

先輩、後輩仲間の連中が久かたぶりの旧

に人間たれ」と現学長石川先生に、そ

開催されました。三重、静岡、愛知の順

交を温めあうもよし、大学および同窓の

の原点たらん、建学者血脇守之助先生

番ができ、当番の支部長が会長となり、

近況報告を聞くもよし、企画された記念

の事跡と面影について、お話いただき

連合会の企画と催しの執行と年に１～２

講演やスピーチで勉強するも、楽しむも

ました。

度、連絡協議会を当番県の者'1合で開催し

よしではないでしょうか。

東海地域支部連合会は、昭和29年８月

した。

ております。

その会合では連合会の事業（総会の日

時、場所、企画内容等）の打ち合わせが

近年の記念講演を紹介させていただき
ます。

・平成２年度岐阜県７月14日岐阜グ

2.今年度は、同窓会100周年で三重県が
当番県。

3.三重県出身の石川達也先生が学長に
就任されたこと。

4.東海地区は勿論、初めて出身地三重県

主でありますが、支部の現ＪＲ報告歯科

ランドホテル

医師会の諸情報、同窓会本部、大学の活

篠田雄介先生（岐阜薬科大学講師）

で学長としての挨拶を同窓がいただい

動内容の報告、現/伏の歯科界および一般

演題「癌血(おけつ）物語」

たこと。

社会の事柄などを語らい、交歓をいたし

・平成３年度三重県10月20日

5.同窓会創立100周年､新学長就任､三重

ております。各支部にとって、意義のあ

石川達也先生鳥羽水族館錦海楼

県出身、連合会当番三重県、総会開催

る集まりだと思っております。たとえ

演題「血脇守之助先生の事跡と面影」

場所三重県鳥羽、その当日の６月24日

ば、県歯その他で、理事や支部長や委員

・平成４年度静岡県10月24日熱海

は日本の命、日本人の命の源、すなわ

ニューフジヤホテル

ち｢米｣。稲すなわち日本の命香取神

たを、激励、慰労の意味で招待してあげ

飯沼信子女史日本ペンクラブ会員

社、住吉神社と共に三大御植祭のひと

たりと、愛知県の支部長より報告いただ

演題「野口英世の妻」

つ、伊雑の宮（神宮の元といわれてい

長、その他で活躍されておられるかたが

いたりして、早速三重県においても、実
行させていただきました。

発足以来40年近くなりますが、連合会
の価ｲ直について、種々取り沙汰されてき

・平成５年度愛知県５月２３日伊良

ます）の御田植祭の当日。しかも、古

湖ガーデンホテル記念講演は無く、

事記日本書紀よりも古く縄文時代か

翌日ゴルフ

ら古代史伝承等に記されています鳥羽

・平成６年度岐阜県６月25日～26日

ましたが、私たちは東海地域支部連合会

大垣フォーラムホテル

の存在価値を認め、先輩たちの考え実行

所功（ところいきお）

されてきた事柄は、すばらしく意義ある
1７４

演題「近代日本人の和魂洋才」

市安楽島の地-Ｃ私たちの大切な行事
のひとつが執り行われたことでありま
す。

記念講演は、

TOUKA夏
東海地域支部連合会

平成７年迩軍歯科大日鋒同窓会砕伍U殿.＝[麺弱１年会

渡辺郁馬先生（東歯33年卒）
東京都老人医療センター歯科口腔外
科部長、東京歯科大学客員教授

演題「高齢者の歯科治療の実際一保

支部長荒)1|安雄

支部長鈴木郁夫

昭和23年１月18日、東京歯科大学同窓

愛知県同窓会は、長い歴史と伝統を持

会静岡県支部発足の日である。この時よ

ち、その昔は岐阜県と一緒に同窓会活動

り積立金として残したお金より同窓会沿

をしていたこともあると聞いておりま

存．補綴について－」

革史ができた。内容を読み始めて同窓会

す。以後会員の増加にともない、昭和初

坂本忠幸先生（鳥羽生まれ大阪大学卒）

なるものに出席したことを懐かしく想

期に愛知県独自の同窓会活動となり、

和歌山県立医科大学歯科口腔外科学教授

い、この小誌を企画実行した先輩の先見

血脇先生ご来県の際「愛知県豊徳会」の

演題｢臨床に於ける感染症の問題点｣の

に敬意しつつ、本年７月１日13代目の支

名前もつけていただきました。

講演をいただき、後は伊勢志摩、美まし

部長に就任した私の最初の仕事は100人

国の魚介類、鯛やヒラメ、地元産の地酒

近くの役員の委嘱であった。

を酌交わし、夜のふけるのも忘れ、飲み

昭和28年東三河が分離独立し、続いて
西三河も支部を設立し、愛知県は３支部

全員参加と同窓は皆家族であるといわ

に別れて、それぞれ同窓会活動をしてき

れた血脇先生の言葉を活かすべく団結と

ました。その後、参議院の選挙に関連し

翌25日ゴルフ組と分かれ、同窓会創立

寛容の伝統を守るべく努力している。忘

て３支部が連合会長のもとで結束する形

１００周年の報告を兼ね、五十嵐会長を中

年、新年の学会と年５回以上の学会、親

で－部同窓会が運営されてもいました。

心に、伊勢神宮へ正式参拝、御神楽奉納

睦会の他に東海４県の総会もあり、月に

選挙形態の変化と時代の趨勢に鑑み、

して、神宮会館にて神宮料理で昼食をと

約２回くらいの役員会を開催している。

かつ歌い、語り明かしました。

り散会しました。

昭和61年11月の連合会総会の席上､昭和

会員名簿も充実しており同窓会100周

62年１月１日より３支部を－つにし、

年を記念して同窓会瓦版なるもの新しく

「東京歯科大学愛知県同窓会｣として新発

発行し終わった。東西に長い静岡県は支

足することが決議されました。そして昭

部長、総務、会計幹事の他に副支部長３

和62年３月７日、同窓会本部役員、並び

名と常任監事３名がそれぞれの職務を分

に東海４県支部長諸先生ご臨席のもとに

担している。今西部の副支部長、同級の

発会式総会を行い名実ともに活力ある同

喜田君が第１回の学会の準備中である。

窓会となりました。（愛知県同窓会初
代会長伊藤哲先生の巻頭言より抜

粋）

（彦坂年春記）
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支部長森耕一

支部長寺本康郎

母校同窓会創立100周年記念誌の発刊

明治24年、三重県下の４，剴交で行った

にあたり「支部のあゆみ」として岐阜県

口腔診査の研究発表をされ、我が国の口

支部の活動状況沿革を掲載していただ

腔衛生の普及と学校衛生の草分けとし

けることは誠に喜ばしい限りです。

て､歯科界に立派な業績を残された､直邨

昭和４年３月15日東歯同窓会岐阜県

善五郎先生は東京歯科大学の建学者、

支部が発足しました。平成元年60周年に

血脇守之助先生と現学長石川達也先生の

あたり発刊しました「済生の道六拾年」

祖父とも、共に同期で、親交深く、高山

の中にくわしく紹介されております。ま

紀斎先生イズム｢品行端正なること」｢身

たこの年は今はなき水道橋旧校舎が大震

体強健なること」｢団結｣血脇イズムを同

災から立ち直り完成した年でもありま

窓に普及され、三重県歯科医師会を創立

す。私事ながら私の誕生日が昭和４年11

されました。

月26日でありますのも何かの縁と思っ
ております。

直邨善五郎先生を中心に、三重県の東

京歯科大学同窓会ができましたが、各界

今日に至る60有余年の間、先輩は後輩

の代表的な方々と対等に付き合われた諸

の育成と数多くの指導者を歯科界及び地

先輩により、時の流れのなかに現在の同

域社会に出しリーダー的役割を果たされ

窓会は、ゆるぎないものとなりました。

てきました。

これから嘱望されておられる若い先生

現在当支部会員は67名、ここ数年会員

方とともに、東歯イズムを生活の糧と

の死亡が相次ぎ、新会員の入会が減少気

し、常に交流を密にし、勉強し合い、励

味ではありますが、最近１名、２名と母

まし合い、助け合いできる様Iこを根底

校への入学もある様です。

に、温故知新をモットーに、同窓会活動

毎年12月初旬に総会､年２回の役員会
を開いて会の運営、本部からの連絡など
事務的なことも検討しております。また
東海４県持ち廻りで年１回、東海地域支

部連合会を開催し、`情報交換、親睦の実

を挙げるよう努めています。
1７６

を行っております。
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北陸地域支部連合会
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東京歯科大学同窓会北陸地域支部連合会総会Ｈ７．６１０於ホリデイ゛イン金沢

■蕊嚢蕊蕊

争、太平洋戦争、敗戦後の混乱等々これ
らの情熱下に幾多の難関にもめげずに今
日まで歴史を延々と築き上げてこられた

先輩諸氏並びに同窓会を支えてこられた

事務の方々、会員とご家族など皆々様の
不僥不屈の努力によるものであります。

上に立って輝ける将来へ着実に一歩一歩

責務を遂行し、この優れた伝統を守り育
み、これを後世に伝えていく責任あるこ
とをあらためて自覚するものです。
さて、北陸地域支部連合会であります
が、昭和43年第１回の総会が石川県の担

当で行われた模様であります。

以来28年間に亘り福井県、富山県、石

)'１県の各支部が順次担当して会則第７

章、第34条、第35条、第36条に則って、
催してまいりました。

総会には同窓会本部より会長若しくは

副会長、常任理事、地域支部連合会理事

を中心に講演を仰いでおります。

なで

を得て、さらに学術講演会は本大学教授

鐸

または大学側から学長、副学長のご出席

支部長栗山豊実

東京歯科大学同窓会が100周年を迎

え、記念誌を発刊されますことは大変意
味深いことであり、おめでたいことであ

ります。また発刊にむけて編集、投稿等
に関与されておられます多くの方々のご
尽力に敬意を表します。

富山県支部におきましても、今から６
年ほど前母校が100周年を迎えた時、そ
れにあやかってちょうど良い機会である

からとのことで「支部のあゆみ」を創ろ
うと特別委員会を設け準備を進めたこと
がありますが、古い記録がほとんどなく

なっていて資料不足ということで断念し
た経緯があります。

それはそれとして同窓会の目的は「同

窓会員の相互の親睦を計り、母校の発展
を期する」ことでありますのでその趣旨
に沿ってできる限り多くの親睦の機会

（具体的には、新年会、学会、総会、親
睦会など）をつくる様努めています。紙
面の都合もありますので最後に母校の発

展と同窓会の発展をお祈りいたします。

しとなこ、、。

毎年１回の北陸地域支部連合会総会を開

雌訓珈腫砺刎燗吐Ｍ燗剖繩献舵九蹴刺対

史の中の一翼を担う者としてこの土台の

あご人担なでこま向こすは面ばま親見い
で反れいの様ざ

し、心から感謝すると共に我々も長い歴

』

私達はこうした先人の努力に敬意を表

議一母》》》》》袖啼辨蠅揮拭》》李評驍認』》》柵Ⅷ慰罹密←

長い道程には関東大震災、不況、日中戦

Ｔ》・』》》辨堺》鋼嬬轌 》

振り返りますと、この１００年間に豆る

“
フ杯しり一一一一口しｒ》拙蒋》箒》》識》制彌鉢洲嶽加川処繍靴蝦噸

様と共にお祝いしたいと思います。

》
■函・》拙》》ん》》峰部椚》》憐》州》』》》押一》坐岳》》》部と所

東京歯科大学同窓会創立100周年を皆

》溌溌Ⅲたン目しせ年るま
溌灘ま．をかま近えて

蕊蕊|蕊蕊蕊蕊蕊蕊謹
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支部長柿原昌一郎

支部長三宅淳一

同窓会創立以来１００周年にならんとす

現在、東京歯科大学同窓会福井県支部

る歴史の中て、先達が延々と築いてきた

は、松本歯科大学並びに奥羽歯科大学の

輝かしい伝統と揺るぎない社会的評価を

卒業生を含めて41名の会員で構成され

伝承するという幸せに恵まれ感謝の気持

ています｡就中､東歯同窓は28名ですが、

でいっぱいであります。同時に私たちは

高齢化が進み、平均年齢が60歳を優に超

輝ける未来への飛翔のため同窓会をより

える状況です。戦災、震災と二度も灰促

発展させなければならないという使命と

に帰し、偉大な先輩達の多くが鬼籍の人

責務を担っております。これを節目とし

となられた今、支部誕生から戦前、戦中

決意をあらたにするものです。

の様子など知る術もありませんが、県の

さて、我が石川県においては、先日貴

記録によれば、明治時代の歯科医療を

重なる石川県支部結成式の記念写真を入

担った片岡熊五郎を始めとする４人の歯

手いたしました。奥村鶴吉学監、地元の

科医師がすべて東歯同窓であり、大正８

金沢医大から米沢和一先生の臨席を得

年、福井県歯科医師会設立の原動力と

て、和田直樹初代支部長以下30名でス

なったと聞いています。

タートいたしました。(時､昭和17年７月
吉日でした）

幸い、昭和７年８月、血脇校長が北陸
遊行された折り、４日間に亘って福井県

以来12代、５３年間に亘って血脇イズム

内を旅行され、その模様を綴った松村嘉

の基に、結束、その間東歯スタディによ

堂氏「血脇恩師を迎うるの記」の一文が

る歯科医学の研讃、会員相互の親睦には

残っております。当時の同窓達の熱烈な

旅行の石水会、ゴルフ同好者の５ドルグ

歓迎ぶりや、私たちが伝記でしか存じ上

リーン会をつくり会員一同地域歯科医療

げない血脇校長の人なりが随所にうかが

に努めております。

え、大変興味深いものがあります。

写真は「結成記念」津島邦彦氏提供。

なお｢血脇恩師迎うるの記｣の一文は、

昭和７年９月１日発行「歯科学報第９
号」に掲載されたものです。
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近畿地域支部連合会

熱7回東京歯科大学近畿連合同窓会総会平成6年11月27日於新神戸オリエンタルﾎテ

■灘溌蕊几■■三・・
一蕊議蕊曰三三口。

》籔蕊州議

■蕊…蕊…■い

■■■蕊■■■■灘■。

母校東京歯科大学同窓会創立100周年

記念誌の発刊に当たり、近畿連合同窓会

．一一灘鍵

麗丞、

に同窓諸兄が集まり各様の名前の同窓会
が設立されたと聞いている。

滋賀県でも昭和29年京都府支部主催
の連合同窓会に支部長代理で佐藤健司先

開催の当番県同窓会支部長なるがため

大正８年に九州で東京歯科同窓会が開

生が出席され、開催前の支部長会で次期

に、近畿連合同窓会会長の要職を受け

催され、それぞれの府県に同窓会支部を

開催地に滋賀県が決議された。彼が引き

た。「地域支部連合会のあゆみ｣を先輩諸

設立する様になった。翌年近畿地区で京

受けて帰られ支部長に報告したところ

兄を差し置いて若輩者が書くことに相

阪神連合学士会が設立され、これが現在

「今日まで小県である力敬に、固辞して

成った点お許し願いたい。

の東京歯科大学近畿連合同窓会の基礎と

きたのに、若輩が出席して相談もなく受

まずは、本年１月17日早朝未曽有の阪

なった。以後昭和21年頃までの資料は第

けてくるとは何事か」と叱られたエピ

神大震災にて、多くの同窓諸兄の診療

２次世界大戦と戦災、軍の情報報道規制

ソードを聞いている。翌年30年に滋賀県

所、自宅が崩壊または半壊の災害を受け

のためか、資料がまったく見当たらず、

石山の三日月楼で滋賀県当番で開催され

たが、不幸中の幸い、同窓諸兄、ご家族

戦時中の暗黒時代を徴懸している。

た時、私が卒後出席した初めての東京歯

に死傷者が出ず、皆様お元気な瓦礫の

昭和23年１１月兵庫県明石において第

科大学近畿連合同窓会であった。毎年１１

中から雄々しくも診療所の復旧に、地域

１回近畿連合同窓会が開催された。それ

月２３日を恒例開催日として大学の行

社会の歯科医療活動に立ちあがられ頑

に先立つことl0余年､昭和10年より数年

事、同窓会のご者Br合も顧みず、強引に挙

張っておられることを報告いたします。

の間神戸ＹＭＣＡ野田高女で､東京歯科医

行致してきたのも、全国で初めての連合

学専門学校の入学試験が東京と同時並行

同窓会の自負と、東京歯科医学専門学校

常任理事には即刻被災諸兄を見舞われ、

して行われたことは、近畿連合同窓会以

入学試験地の面子、６府県の連携の強さ

過分なお見舞いをいただき感激いたして

前からの伝統と先輩諸兄の活動の賜物と

の賜物と思っている。

おります.また各支部連合同窓会、クラ

思っている。現在でも近畿連合同窓会で

ただ、１０数年以前より大学の入学試験

ス会、各歯科医師会、ご友人の方々より

兵庫県支部会員は群を抜いて多く在籍さ

や、同窓会本部の行事多々を究め、開催

多額のお見舞い、義援金を賜りましたこ

れている。以後兵庫県、大阪府、和歌山

当番県の会場、ホテルの手配などで伝統

と、厚く御礼申し上げます。

県、奈良県、京都府、滋賀県の２府４県

の11月23日を固執することができなく

が持ち回りで毎年各当番府県にて開催

なり、その近くの日曜祭日となってし

その節には、五十嵐同窓会長他４名の

明治28年、我らが母校のルーツ高山歯

科医学院において第１回の卒業式を挙

し、現在にいたり、1995年滋賀県当番ま

まった。また東京歯科大学同窓会卒後研

行、院友団体として院友会が発足、これ

で48回連綿と欠けることなく続いてい

修の講師より会員向けの講演を選んで講

が母校同窓会の基盤になったと聞いてい

る。ただ惜しむらくは奈良県の同窓生が

師の派遣をお願いし、兵庫、大阪京都

る。血脇守之助先生が高山歯科医学院を

少なく、老齢であるため(現在５名)、連

の３府県で毎年近畿連合同窓会卒業研修

継承ざれ東京歯科医学院と改め、院友会

合同窓会の開催のお世話が無理なため、

会を開催している。

は歯科協会と改称、明治34年に東京歯科

大阪府と共同で開催のお骨折を願ってい

医学院同窓会と改名された。以後各府県

る。

本年は滋賀県当番で彦根プリンスホテ
ルで11月12日に第48回近畿連合同窓会
1７９

支部長平川幸矢

支部長荒木賢

本年は近畿連合同窓会（第48回）の当

１００年という時間がいかに長いかとい

番県に当たり、１１月12日彦根城博物館で

うことが､､この原稿を前に改めて思い知

を開催いたし、来賓として五十嵐会長、

杉山常任理事、高添名誉教授のご来駕が
決まっている。

近畿連合同窓会も会員の減少と老齢化

能を鑑賞し、彦根プリンスホテルで総会

らされた次第です。もちろん京都府支部

が目立ち、会員と総会出席者の減少を来

を開催するため、平川幸矢支部長のもと

が誕生したのはずっと後のことですが、

している。東京歯科大学の伝統、全国に

鋭意準備を進めております。現在推薦会

我が支部を遡る記憶がほとんど見当たら

同窓会員を持つ広い地盤、血脇イズムの

員を含めて30名強という小支部であ

ないのです。

家族的な繋がりなど、私たち同窓生とし

り、県内歯科医師の７％程度に当たりま

,情報通として知られる元支部長の小池

て守って行かねばならぬ点が多くある。

すが､100周年という長い歴史の中で､諸

弘先生（昭和６年卒）の資料にも、その

100周年の祝賀の喜びにも増して、我々

先輩の活躍と会員のたゆまぬ研鐺と努力

歴史はほとんど見当たらないとのお話し

は東京歯科大学の繁栄を願うと共に同窓

によりキラリと光った存在かと自負して

でしたが、それでも一枚の紙片に次の一

の継承に努力し、同窓会の発展を願うも

おります。

文を発見との知らせを受けました｡｢大正

のである。

明治40年滋賀県歯科医師会が創立さ

７年１月にⅢ脇守之助学長が来阪され、

れ、初代会長住井雄嶌先生は高山歯科医

その足で京都に寄られ、席上京都の同窓

学院の卒業であり、５代会長住井亀太郎

会をツ青風会〃と命名された｣。

先生は明治41年の卒業でありました。

目下のところこれ力躯が知り得た唯一

松宮誠一元学長は当県の出身で何かとご

の歴史であります。しかし支部は今日ま

指導を賜りました。戦後の支部長は石田

で連綿として継承され、戦後の新生京都

益之助、岡野清、藤原鎭雄、佐藤健司、

府歯科医師会初代会長として、その国際

藤居正太郎の各先生で、支部会員の中心

'性を発揮された堀内清先生を始め多くの

となり、暖かい家族的雰囲気と会員の和

ユニークな先輩が活躍されたと聞いてい

を伝統としてまいりました。歯科界低迷

ます｡過ぎにし100年に思いを馳せ､来る

の昨今、すべての歯科医師がL､を合わせ

年月を想う時、これを機会にと発起する

国民歯科医療向上のため社会の理解を求

次第です。

写真は平成４年11月、浅野先生の卒寿

める必要を感じます。
（岡野克也記）

のお祝いを兼ねて、同窓の佐々木先生が
副院長を務める自衛隊舞鶴病院で。
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霊ロ！

支部長秋岡省三

支部長丸川萬吉郎

支部長竹村隆至

大正15年２月１１日中之島中央公会堂

本年１月１７日午前５時46分､二度と思

私がこちらに来まして１１年になりま

において、支部長代理喜多見行正先生の

い出したくない阪神淡路大震災。激震地

すが、その間一度も同窓会の会合はござ

名をもって発会式を挙行し、初代支部長

区に同窓会員100余名の中、約８割の同

いません。又それより昔にもそのような

に田中新太郎先生を選出して以来、戦中

窓が全壊、全焼を始め甚大な被害を蒙り

集まりはなく、会費なども徴収していな

戦後の動乱期も歴代支部長及び会員の努

ました。その間同窓会長の来県を始め、

いとのこと、昨年亡くなられた大西先生

力により乗り越えて70年、今日まで東京

大学理事長､学長､また全国の各支部長、

より聞いております。

歯科の精神は受け継がれている。諸先輩

各会員の先生方から心からなる激励のお

の偉大さが身に沁みる思いである。

言葉、お見舞いを頂戴いたし、どんなに

支部の現況は、登録されている会員数

か、どんなに勇気づけられたか、紙面で

ゴルフコンペ、各種研修会、近畿連合同

はとてもお伝えできないのが残念です。

窓会総会及び懇親会、卒後研修セミナー

本当にありがとうございました。この気

等々、会員相互の親睦と福祉をはかり、

持ちを後に続く後輩たちに伝えながら、

医道昂揚にも努めることを旨とし、会務

必ず１００年の伝統ある東京歯科大学同窓

運営している次第である。また在阪の他

会の名前を汚すことのないように頑張り

大学同窓会とも、折にふれ交流してい

ます。

私たち兵庫県は大正４年扇港学士会の

支部の状況を考える時、歯科大学の乱

創立を始め、杏友会、同志会の先生が兵

立など諸般の事情により、新入会員の減

庫県歯科医師会の会長を始め中枢で活躍

少を招き、それが会員数の激減につなが

され、戦後昭和22年支部内容を一新、東

り、支部の維持、存続に関して気掛かり

京歯科大学同窓会兵庫県支部として再発

なところである。

足､支部長松村正澄､藤井博､塚本勝也、

（写真は平成５年、伊勢志摩・浜島での
ゴルフと観光の旅）

します。

ありがたかったか、どんなに嬉しかった

64名で、総会、役員会、1泊懇親旅行、

る。

以上でございます。よろしくお願い致

澤田英三、瀧川左近、林幹雄の各先生が

支部長を歴任ざれ現在に至っておりま

す。名誉ある東京歯科大学同窓会の隆昌
と兵庫県支部の益々の発展を期して筆を
欄きます。
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支部長田中紀夫
大正１５年５月17日創立以来各支部長

束歯近畿連合同窓会総会

束歯近畿連合同窓会連絡協議会

宅に事務所を置き運営
歴代支部長

東歯近畿連合同窓会卒後研修会

初代南条米介（大正３年卒）先生

東歯近畿連合同窓会同好会ゴルフコンペ
の主催及び参加

昭和37年３月明楽佐一郎先生

（昭和９年卒）
昭和43年６月藤田勇勝先生

（昭和６年卒）
昭和46年５月明楽浩先生

（昭和７年卒）
昭和51年７月１日畑晃先生

（昭和16年卒）
昭和61年４月１日前田耕道先生

（昭和38年卒）
平成６年４月１日田中紀夫先生

（昭和41年卒）
現在の支部事務所：
和歌山市小松原通１－１－３５

サンビル１Ｆ田中歯科医院
支部長田中紀夫会員数４４名

現在県内の東歯在学者７名
活動状況：
年１回支部総会
年２回ゴルフコンペ

会員のお祝いの会及び病気、死亡時のお

見舞い、お参り等
1８２

その他、同会活動への協力などを行って
います。
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『
大正、昭和、平成の三代に亘る期間、

蕊蕊蕊

来賓東歯大学長金竹哲也

東歯大教授野間弘康

とくに戦中、戦後の激しい時代に中国地

東歯大学監関根弘

同窓会会長五十嵐堯昭

区連合会も各県支部の情報を交換し合っ

同窓会会長斉藤静三

同窓会常任理事池田漠

て、母校の発展に寄与してきました。名

同窓会常任理事三宅直晴

同窓会地区理事石田秋二郎

誉と伝統のある歴史の中て、印象に残っ

同窓会地区理事黒川成海

学術講演「日常臨床に役立つ歯科

ている総会は故人となられた高木圭二郎

参議院議員関口恵造

先生と現学長の石川達也先生をお迎えし

学術講演「欠損歯列の再構成」その考え

小手術のポイント」

「最近の口腔外科学の進歩」

ての二本立て、豪華な学術講演があった

方と臨床の実際

ことです。この時に改正された連合会の

東歯大教授関根弘

中国地区連合会会長、

会則に従って現在、諸行事が開催されて

中国地区連合会会長、

島根県支部長大蘆壽夫

います｡最近10年間の総会､役員協議会、

広島県支部長高橋立夫

学術講演会を列記します。
記

役員協議会の内容
会費の確認について

東歯大教授野間弘康

役員協議会の内容

各県支部の慶弔規程について

1993年（平成５年）７月３日、４日

1985年（昭和60年）１０月12日、１３日

1989年（平成元年）６月24日、２５日

場所米子国際ホテル（鳥取）

場所ホテルニューオカヤマ（岡山）

場所ホテルニュータナカ（山口）

来賓東歯大教授重松知寛

来賓東歯大学監高橋庄二郎

来賓東歯大副学長中久喜喬

同窓会会長五十嵐堯昭

同窓会会長斉藤静三

東歯大教授町田幸雄

同窓会副会長高橋立夫

同窓会副会長山脇弘

同窓会副会長五十嵐堯昭

同窓会常任理事福島直

同窓会常任理事杉山邦夫

同窓会常任理事津島秀雄

地区理事川西信太郎

同窓会地区理事近常良孝

同窓会地区理事田中博治

学術講演「顎関節の考え方とその診断お
よび治療」

参議院議員関口恵造

学術講演「咬合誘導の理論と実際」

東歯大教授高橋庄二郎

東歯大教授町田幸雄

中国地区連合会会長早瀬紀典

中国地区連合会会長、

岡山県支部長横山好文

山口県支部長井上武美

役員協議会の内容
Ｌ関口恵造選挙について

２.母校90周年式典について

役員協議会の内容

会費の確認について

1991年（平成３年）６月15日、１６日

1987年（昭和62年）６月13日、１４日

場所ホテル東急イン（島根）

場所広島厚生年金会館（広島）

来賓東歯大副学長中久喜喬

学術講演「院内感染とその予防」
東歯大教授重松知寛

中国地区連合会会長、

鳥取県支部長倉繁準之助
役員協議会の内容

各県支部の慶弔規程について
今100年のあゆみを回顧しながら、更に

次の時代に向かって一層の発展と充実を
祈念してやみません。
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四国覇！

東京歯科大学同窓会岡山県支部総会平成７年１月'5日於ホテルニユーオカヤマ

支部長岡本日出夫

支部長大蘆壽夫

鳥取県支部の現況についてお知らせい

わが島根県支部は大正11年８月４日

本学創立の礎となった高山紀齋先生は

に発足した。従って73年の歴史を持って

岡山県出身である関係から、岡山では早

現在支部同窓会員は35名ですが、その

おり、中国５県の中で最も早く結成され

期から多くの歯科医を輩出している。例

うちには他大学出身者が数名いらっしゃ

た支部と思う。その間の支部長は、初代

えば、先生の実弟の瓜生源太郎、春太郎

るのが特徴と言えるかと思います。これ

佐和和美､二代伊野賢一､三代佐和和美、

父子が、岡山歯科医学校を設立したのが

はご子息が東京歯科大学出身かあるいは

四代石田秋二郎、現在大蘆壽夫の４人と

明治39年である(その後廃校)。また明治

在学中であれば、入会していただいてい

いった稀にみる支部。

40年に設立した岡山県歯科医師会の初

たします。

るからでございます。

戦後に緑の地、松江市で開業した四方

支部長近常良孝

代会長は和田忠先生で、やはり高山

２年に１度支部総会を開催しておりま

喜治郎は、血脇守之助会頭の下で副会

紀齋先生と姻戚関係にあった。まさに東

す。同窓会本部から役員の方においでい

頭、幹事の要職を務め、同窓会の発展に

京歯科大学同窓会の100年の歩みと共に

ただき、大学あるいは同窓会の現況をご

貢献した。

岡山県支部も活動した歴史を持ってい

報告いただいております。また、大学か

県歯の歴代会長は11人いるが、初代会

ら講師の先生をお招きして、歯科医師会

長四方文吉を含めて佐和和美、吉田鉱二

現在、会員98名。近常良孝支部長のも

一般会員にも開放した学術講演会を行う

郎、井原協一、青戸陽一と５人の会長を

とに毎月14日の例会、毎月末の学術研l参

のが通例となっております。

わが支部から出している｡また､副会長、

会、そして、年１回の旅行等々、研鑛に

専務理事を始め多くの役職にも就いてい

親睦にと、まとまりよく活動している。

る。

また、県歯科医師会の運営にも積極的に

今年度は、木下正道常務理事と歯科麻
酔学の金子護教授においでいただき、

７月29日米子国際ホテルにおいて総会

活動としては、春のゴルフ大会と懇親

る。

参画し、戦後だけでも５名の県歯会長を

を持ちました。金子教授には「最近の麻

会、秋には母校教授による学術講演会、

支部会員より選出した。現在は横山好文

酔の事故の実態とその対策」と題してご

総会、懇親会と会員相互の親睦を図ると

先生が、第34代会長として職務を遂行さ
れている。

講演をいただき、他大学出身の歯科医師

ともに､母校の発展に務め､大学入学者、

会会員も多数参加され盛会でございまし

叙勲、大臣表彰者には祝金を出して喜び

た。

あい、不幸時には弔辞、供物を供えてい
る。
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支部長原田保

支部長田村徹二

同窓会創立100周年おめでとうござい

我が支部は、現会員数39名、内高齢会

ます。

員は１１名で年１回の総会が同窓会活動

広島県支部は大正15年７月11日、初代

のメイン行事ですが、会員の高齢化など

支部長亀田藩先生のもと１０余名の会

で毎回若手中心の会合となります。２０数

員をもって結成され、以後歴代支部長

名が参加し気勢をあげ、東歯万歳を叫ぶ

(荒谷龍、中村議兵衛､高木健吉、中川

とともに血の結束を誓う訳ですが、小人

俊彦、高橋立夫、原田保の各氏、敬称

数のため、今一つ目ざましい事業展開に

略）に引き継がれ、輝かしい伝統と強い

は至りません。しかし、山口県歯会、各

絆をもって結ばれ現在に至っておりま

都市会において我が同窓諸兄は多数の重

す。

要ポストを任されており、地域歯科にお

過ぐる７月１日県支部創立70周年総

けるオピニオンリーダーとしての役割は

会を町田副学長、五十嵐同窓会会長を初

十分に果たしております｡これらは､歴代

め、全国歯科大学同窓会広島県支部長、

支部長の故続渉、故武居武雄、故伊藤

他多くのご来賓をお迎えして、118名会

保､財満史朗､故江本実､田中博拾、

員並びに家族の総力を結集して厳粛かつ

井上武美先生等優れた先達のご指導、ご

盛大に挙行致しました。折しも戦後50年

訓徳によるもので感謝にたえません。

被爆50年という節目の年に県支部が記

新設歯科大学の林立する中で、母校東

念すべき70周年を迎えることができ、感

歯は「歯科界のモニュメント」を自負す

,慨ひとしおでございました。現在会員

る支部会員の意気はますます軒昂です。

１１８名、高齢会員12名､在校生約20名｡定
時総会は、広島、福山、尾道三原、呉の

大学、同窓会の発展を祈ってやみませ
ん。

４地区にて順次開催、その他新年互礼

会、数回の役員会を通して会の発展、会
員の親睦を念頭において運営しておりま
す。
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東京歯科大学四国地域合同同窓会１鰯.5.13隣ｻﾝﾗｲ群ﾃル

られてきたことが現在の139名という現
況であると考えられる。然し今日では四

国も３つの橋で本州と結ばれるようにな
り、また空路を利用すれば１時間余りと

附記

蕊蕊蕊のま念

学との関係も限られた少数の人々で続け

一一一窪一一悸艶密儒》

四国は昔よりお江戸は遠く京阪神との
交流が盛んであった。従って東京歯科大

蕊蕊蕊溌□蕊1１

口許■・》罹櫻『辞

l蕊

■蕊・鮒汁加鯏蜥
■蝋・蹴肋副鯨鵬
蕊繊｛れ拶の同の
蝋纈便轆腋一議

Jll蕊露■

支部長石丸透
徳島県支部は26人と非常に小世帯で

す。しかし二代三代と続く方が多く、あ
と数年後には四代続いて東京歯科大学と

いう名門もでそうです。徳島には徳島大
学歯学部があり、県外の出身者で勉強に

東京歯科大学同窓会会員

愛媛県

側も一層のご配慮をお願いする次第であ

高知県

る。

徳島県

ために大学本部より毎年のように徳島に
こられる方がいて、その方を交えて懇親

会を持っています。
２２

いて同窓会もＰＲに努めている現在､大学

名名

香川県

準酩

日本最古の伝統ある東京歯科大学につ

正酩酩雌雌

なり東京との関連も盛んである。

きている同窓もいます。また学会参加の

徳島といえば阿波踊りが有名です。残
念ながら、大学の連（踊りのグループ）

四国地域同窓会は毎年定例時に香川

はありませんが、徳島県歯科医師会でつ

県、愛媛県、高知県、徳島県の順で開催

くる、歯科連の連長が猪子先生、世話係

され、本年は高知県が当番県となり５月

が宮井義博先生と東歯のＯＢですので飛

14日高知市サンライズホテルにおいて

び入り参加は大歓迎です。今年は、新潟

午後３時より開催、大学側からは石川学

より東歯のＯＢの方がいらして、一緒に

長、同窓会からは、五十嵐同窓会会長、

踊りました。支部としての集まりは、四

梅田常任理事をお迎えし四国各県から約

国地区の連合会に、新年会とあとは前述

40名の同窓会会員が参加し、大学の現i兄

したように、東京歯科大学の先生がいら

並びに同窓会100周年記念事業等につい

した時に歓迎会を開いています。

て詳細なご説明があり、引き続き昭和大

学歯学部長（昭和32束歯卒）より「骨の

再生に就いて」の演題で非常に有意義な
ご講演をいただき、前段の日程を終了。
引き続いて懇親会に移り、土佐料理に土

佐の地酒で舌鼓を打ち一同話に花が咲い
た－時であった。次に場所を移し、先ず
本日付けを以て東京歯科大学の学長に就
1８６
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支部長塩田尚文
東歯同窓会香川県支部は昭和初期より

愛媛県支部の発足は大正15年１月８

会合を持っていたようであるが、太平洋

支部長西川文雄
高知県支部会員数は現在20名（内推薦

日、本部の記録に「血脇校長来県」とあ

戦争終戦後の状況は定かでない。戦後の

会員２名)､会員名簿の平成５年度版によ

るゆえ、おそらく３日前の香川県支部の

復興と並行して組織化されてきたようで

ると全国の下から３番目に位置していま

創立に出席された後、本県に立ち寄られ

あるが、当時の状況を知る先輩も故人と

す。ここ数年高知県は人口の高齢化が進

たのであろう。

んでおり、高知県支部にとってもそれが

なり、香川県歯科医師会誌にも同窓会に

支部長久保田晃

初代支部長、宇都本市蔵（県歯二代会

関する記載が見られず、沿革については

深刻な問題で（最近では若い先生の入会

長)、二代西村一雄（県歯六代会長)、三

不明な点が多い。

がほとんどないのが現状です。かつて

代中島左三（県歯四代会長)、四代佐藤

は、支部で学術講演会もしましたが、人

支部長として判明している方は、今井

一､五代馬嶋博､六代原達也､七代

手不足、資金不足で中断しており、四国

良男、諏訪亮平、大西彌吉、平田正儀、

塩崎光雄､八代高岡聖､そして現在、

松崎剛の先生方である。以上の方の

地域支部連合同窓会が唯一の』情報源と

九代久保田晃に至った。

なっています。

中、現在活躍中の方は松UI奇剛先生ただ

以前、本学より数多くの講師を招き、

－人である。夫々約10年位支部長として

シリーズの研I参会を開いた一時期もあっ

任期を務め、香川県支部の今日を築いて

開催、４県より40名余りの先生が出席さ

たが、県歯主催の学会や各スタデイクラ

こられた。

れました。同窓会からは五十嵐同窓会

ブの充実により現在は休止中である。

長、梅田常任理事、大学からは石川学長

現在、支部会員正会員34名、内推薦会
員６名、老齢会員３名である。

今年は、高知県が当番で連合同窓会を

総会は12月の第１土曜日、本学講師に

のご出席をいただきました。昭和大学歯

よる講演と懇親会で大いに語り合い、か

現状はさほど活発ではないが、香川県

学部長吉木周作先生から「骨の再生」と

つ飲む。夏期にはレクリレーションと

歯会員として県歯理事、支部長、保険審

いうテーマで大変すばらしい特別講演を

称する１泊の懇親会を持つ。７年７月に

査委員等で、内田二郎先生(昭和30年卒）

聞かせていただき盛会裡に終わりまし

は、水郷大洲で鵜飼を楽しみ、翌日はゴ

た。

は香川県医療指導官として夫々の立場で

ルフ。元老から若い会員にいたるまで大

活躍中である。

変協力的で和気謁々である。
（写真は平成３年､大型尾形舟での懇親

最後に少ない会員数ですカミ全員が持
ち味を出し切って今後の支部運営に当
たっていくつもりでおります。

会）
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東京歯n斗大学同窓会九州地域蕊B連合会総会平成７年１０月２８日於松亭

蕊蕊■■溌蕊;蕊H譲
支部長原田忠彦

九州ブロックに於ける東京歯科大学同

れば、これを行うと
支部からの要望があれば、これを行うと

窓会の活動としては、毎年１回九州地域

認を行うとか、諸問
か、次期開催県の確認を行うとか、諸問

支部連合会総会と九州地域支部長会を各

題の事前協議等を行う支部長会として、

県持ち回りで開催している事があげられ

現在まで慣例として開かれてきている。

る。これは九州歯科医学大会が各県担当

しかしこの支部長会は総会が始まる前の

で開催され、この機会を利用して各大学

あわただしい時間内に終わらなければな

の同窓会が講演終了後に、それぞれの会

らないということで、８年前から、総会

場で開催されている事に依るものであ

開催担当県支部長が兼任する九州連合会

る。本年は第48回九州歯科医学大会が長

会長名で、総会開催の数ヵ月前に事前の

淋滴、福岡県支部を｢福陵会」と一流の

崎県歯科医師会担当で開催されるので、

九州地域支部長会を開催することになり

筆を揮われ命名されました（大正８年３

東京歯科大学同窓会九州地域支部連合会

現在に至っている。結局年２回の支部長

月１日発行歯科学報より)。

総会並びに懇親会も長崎県支部の担当で

会を開くようになった。この支部長会に

開催される事になる。

は九州地区推薦理事の出席を求め、同窓

この九州歯科医学大会には九州各地か

会本部の状況報告や情報の伝達をしてい

ら参加者が一同に集まるということで、

ただき、各県からの提出議案の協議、意

おそらく昭和２３，４年ころから九州歯科

見の交換、各県支部会員の名簿の収集、

医学大会と同窓会がリンクされた形で開

総会参加への要請等々の処理を行うとい

催されてきたものと思われる。当初の総

う重要な支部長会となって現在まで続け

会は懇親会に重きを置かれていたが、折

られている。

角ﾌﾞul1l､|各県から同窓が一同に会する機会

本年の総会には同窓会本部から五十嵐

福岡県支部も創立80周年を迎えようと
しています。大正８年（1919年）血脇
守之助校長が来福された折、東歯九州

同窓会が開催されました。その席で「各
県においても、同窓会ありて如何、目的
は唯会員の懇親と向上及び母校との連

絡にあり」と一同拍手、これに賛成した。

夜の宴席において血脇校長により、墨痕

その後今日までの間、戦中及び戦後

の厳しさ、ｉ昆乱を経て平和な今日に至り
ましたが、県歯科医師会の初期には、

武藤登喜次郎先生、池田明治郎先生な
ど多くの先輩の先生方が、県会長及び

役員の要職に就かれ、東京歯科大学の
名を大いに轟かせたものでした。
現在会員は明治、大正生まれが３１

名、昭和生まれが43名、総数74名で、
ここ２，３年は平成卒業の会員も増え、

であるので､総会開始前の30分から１時

会長・関常任理事をお迎えし、大学から

福陵会も活気に満ち溢れてきました。現

間を各県支部長にお集まりいただいて、

は石川達也学長にご出席を賜り、盛大な

支部長原田忠彦先生のもと､校歌にも調

情報の伝達や意見の交換の場としての支

る総会並びに懇親会を開催することがで

部長会が開かれるようになった。

きた。

総会には必ず同窓会本部から役員の出

席を求める事になっているので、総会の
直前に開催する支部長会にも出席してい

われてますように「医はこれ済生ひとえに

仁なり」をモットーに厳しい歯科界ではあ
りますが、頑張っております。

年間の行事としては、年１回の総
会、学術講演、会員家族同伴の懇親

会、ゴルフコンペなどを開催し同窓会創

ただき、本部からの連絡事項や同窓会の

立の目的でもある会員の親睦と知識の

近況を報告していただくとともに、各県

向上を図っております。（広田稔記）
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更京歯科大学園窓会九州地域支配連合会雀会平顛.１０亜於佐賀掲極亭

支部長久野勇

支部長宮内孝雄

私が佐賀へ帰った昭和49年頃の佐賀

西洋医学渡来の地、長崎において洋学

弥平先生が支部長となられ、長期にわ

県支部は、栗林真呉先生が会長をしてお

歯科の黎明期の訪れは明治の中頃であ

たって務められ、県下の同窓会組織の確

られ、とてもお酒の好きな方で、総会は

る。丁度その頃、高山紀齋先生の門弟で

立発展にご尽力されている。途中でご病

いつも佐賀市にある古き良き時代そのま

ある松添広大氏が長崎市で開業され、

気になられてからは古川勝先生が支

まの「松川屋」という料亭で行われてい

金子弥四郎氏が長崎県大村で開業されて

部長代行に就任されていた。昭和49年か

ました。難しい話は一切なく、先生力譜

いる。その後、血脇守之助先生の門下生

らは宮内孝雄先生が支部長に就任ざれ現

かりし学生の頃の話を自慢げによく話さ

で、書生時代に野口英世博士と同期で

在に至っている。以前は九州歯科医学大

れておられたのを、つい最近の事のよう

あった茅野柳次郎氏が同じく長崎市で開

会が長崎県担当となった際、必ずその年

に思い出されます。その後、古賀俊彦先

業されている。この先人達が長崎県内に

には九州地域連合会総会の開催にそなえ

生、佐藤曄先生、井内正浩先生と引き

おける東歯関係者の草分けともいえる。

て、長崎県支部総会が開催されていた

継がれ、現在は久野勇先生が会長をな

その後明治の後期から大正時代になると

が、その他の年は何か重要な協議事項が

されています。昭和54年頃は24名の会員

東京歯科医学専門学校を卒業された方、

あるときでない限り開催されていなかっ

がいましたが、今は13名と、じり貧の状

聴講生として東歯校に通って歯科医師免

た。

態ですが､年に２回定期の総会を行ってい

許試験に合格された方等が少しずつ増え

ます。

ている。

１０年前から、県下の会員が一同に集ま
る日歯生涯研修会の開催日にあわせて、

その内１回は宿泊研修と親睦を深めて

大正後期から昭和の初期になると、卒

毎年１回の総会並びに懇親会を研修会終

います。昨年は、九州地区の総会を学会

業生の数も大分増え、歯科医師会での研

了後に開催している。特に今年は長崎県

と合わせて佐賀市で50数名の参加者を

究発表とか講演等をされる同窓もあり、

歯科医師会が歯科医学大会の担当県で

得て、当地自慢の有田焼の賞品を用意し

学問を通じての結束がなされ、交流が深

あったのでくまず東京歯科大学同窓会の

ビンゴゲーム等で盛り上がりました。こ

められて同窓会の形が出来上ってきたの

長崎県支部総会を開き、九地連総会開催

の様に少ない会員ですカミカを合わせて

ではないかと思われる。

に対しての一致協力の要請と企画案の提

同窓会を盛り上げています。
（副島良一記）

そのようなことで、記録によると昭和

示を行い総会にそなえた。近年会員数も

２年１０月１７日に東京歯科同窓会長崎県

増えないというのが現状で、県南県北と

支部が創設され、初代支部長に木下芳夫

縦に長い地理的条件の中に散らばってい

先生が就任されている。その後、佐世保

る会員が一致団結して、東京歯科大学同

市で開業されていた田中健之助先生が支

窓会の発展のため頑張っているところで

部長を引き継がれている。終戦後の昭和

ある。（渡邊修志記）

24年から長崎市で開業されていた田代
1８９
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東京歯科大学同窓会熊本県支部藤山会平成6年７月16日於ﾎﾃﾙニユーオータニ熊本

支部長中根俊吾

支部長広岡修

支部長上野博紹

世界有数の活火山、阿蘇の名を借用し

郷士の私たちが誇りとする歯科界の先

母校同窓会創立100周年にあたり支部

て当熊本県支部は蘇山会と称している。

覚者、歯科医第１号となられた４幡英之

会員一同、心からお祝い申し上げます。

助先生は、大分県中津市出身でありま

そしていつもお世話になります会長さん

おける他大学同窓会と比較して、会員数

す。先生の威徳を偲び地元中津では毎年

はじめ、役員の方々に深く感謝申し上げ

の上では中規模の組織である。正確な記

５月に記念の歯科祭が行われます。東歯

ます。

録は戦中戦後の混乱期に散逸して現存し

同窓会大分県支部は、同じ中津市出身の

私たちの会員は80歳代２人、７０歳代５

ないが、大正時代に発足したといわれる

筒井健治先生を初代支部長として大正１５

人、６０歳代６人、５０歳代11人、４０歳代10

蘇山会は毎年１回の総会を開催し、同時

年５月に設立され、発足しました。

人、３０歳代１２人、２０歳代３人の計49名で

現在支部会員は約50名であり、県下に

に同窓会本部及び母校より講師を招聰し

昭和の年代にはいり安東吉人、河村

す。各々の世代の思い出の語らいこそが

研修会を行うなど、同窓会員の研鑑に務

万平、野_U１項平、加藤義武の大先輩の先

親睦を深め、母校への愛着も増すものと

めている。更にこの総会には母校在校生

生方により受け継がれ、支部の発展に尽

会合も多く開いております。この度の

の出席を求め、在校中より同窓に対して

くしてこられました。平成元年より２年

100年祭行事への出席も理解を示され、

の認識や交流を深めるよう努力してい

間は不肖私（木下）がその任に当たって

協力的であることを喜ばしく思っており

る。

まいりましたが、現在広岡修先生（杵

ます。伝統の中に、受け継いでこられた

またこの蘇山会には熊本市を中心とし

築市）が支部長として同窓会会務に精

方々の、心意気、気風に接し、支部会員

た小組織があり、月１回の定例会合を実

励、活躍しておられます。現在会員は４５

の末端まで融和が浸透していくものと信

施している。名称は東歯に因んで十四日

名、主な事業としては毎年母校出身の教

じております。母校同窓会のますますの

会と称し、毎月14日に開催する事を原則

授または開業医を講師としてお招きし、

発展と栄光を祈念申し上げます。

としている。この会合も昭和の初頭より

学術講演会を開催しています。同時に定

先輩諸先生により、脈々と受け継がれ、

時総会も開かれ会務報告と会計現況並び

絶えることなく今日に至っており、他同

に決算報告を行っています。総会のあと

窓会の範と自負しているところである。

は恒例により懇親会が盛大に行われます。

その他親善ゴルフ大会、スタディグ
ループによる研修会なども適宜、行われ

ています。今後も支部会員相互に親睦を
深め、母校の名に恥じないよう、研鑛を
積み、努力してまいりたいと考えていま

す。（木下毅記）
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東京歯科大学同窓会鹿児島県支部平成7年４月22日於中原別荘今鍵i1iF

野間弘願教授歓迎会記念（東歯大同窓会氏:料乎那囮田切62年11月12日

支薔ﾛ長萩原朗

支部長高江洲義寛

高山紀齋先生の門下生、金子孫四郎氏

沖縄県における東京歯科大学同窓会の

は本県初の歯科医として明治22年鹿児

歴史は、今から42年前にさかのぼる。昭

島市に開業。初代県歯会長となられ、

和26年頃、当時わずか数名の卒業生の中

中尾孫二郎氏は高山歯科医学院創立と同

から、永井長秀先生が支部長に選ばれて

時に入学、明治29年開業明治年間の開

発足した。今次大戦で、日本における唯

業者８名、大正年間約40名。

一の地上戦で20万人もの犠牲者を出し

この間、同窓の集会が開かれたことは

記録にはないものの十分推測できる。
昭和２年、支部として設立され、前田

金助、高良瑞穂、山口正人、三宅久夫、
新原広光､的場作次郎､濱田謹之肋、下原
朝光、児玉利徳の諸先生方が支部長を務

実、山口、濱田の各先生方は県歯会長

として活躍された。また下原先生は今日

現在会員48名。総会を含め年４～５回

の会を開き、会員相互の研鑛と親睦をは
かっている。

見るようになった。

さて、沖縄の特殊事情と言えば60余の

住む島を持つ、まさに離島県にあって、
戦後間もなく厚生省の僻地巡回診療班
が、組織されてから今日まで各歯科大学

のご協力のもとに、毎年歯科班が沖縄の

離島や山村に送られていることである。
東歯大もその１つにあって、歴代の学長
先生をはじめ、多数の教授陣各科のス
タッフが沖縄のために尽くされたこと

は、誠に感謝に絶えないことである。

我が同窓会も歴代、永井前支部長をは

じめ諸先生方々がこの診療班のお見舞い
や、歓送迎会、懇談会、県の医事課や県

歯会との連絡をとっている。また学術講

演の企画や行事にご参加いただき、本学
との連携を毎年とりながら、心暖まる
数々のエピソードを生み出してきた。こ
れは南国沖縄ならではの感動のドラマだ

と自負しているところであります。

した。

記
支部長重松
庶務担当理事井出

会計担当理事柳澤
理事片桐
〃
谷田晋Ｋ
監事町田
〃
水野

雄夫

まで14年余り歯科学院校長として指導
に当たっておられる。

立され、歯科医師の数が378人の隆盛を

惠同窓会長より正式に拝命を賜わり下
記の新支部役員のもとに東京歯科大学同
窓会大学支部の運営がスタートいたしま

寛信彰雄

高良、三宅、有川國盛、柴山薩彦、柴田

県歯科医師会もこういう状況の中から創

知吉孝重賢幸嘉

められている｡なお､野口盛右衛門､前田、

た沖縄は、島全体が焼け野原と化した中
から、年々復興の道を歩んできた。沖縄

支部長重松知寛

このたび平成7年12月21日に石川達也
学長出席のもとに開催された平成７年度
東京歯科大学同窓会大学支部総会におき
まして、東京歯科大学同窓会大学支部長
にご指名いただきました。
退任された前支部長瀬端正之教授の意
を体して伝統ある大学支部を受け継ぐも
のであり、大変光栄であると共に責任の
重大さを痛感する次第であります。
平成８年１月１日付をもちまして､天野

同窓会大学支部の目的は、支部会員約
460名の懇親を図り大学の発展に寄与す
ることであると考えます。
そのためには、同じ本学に勤務しなが
らも日頃交流の少ない者同志が話し合え
る場を多く作ることと、本学同窓会員と
しての自覚を持てる様な組織作りが早急

な課題であると考え実行して行く所存で

おります。

今後は、大学支部ならびに同窓会発展
のために一層の努力を重ねてまいります
ので、ご理解とご支援の程よろしくお願
い申し上げます。
１９１

※尚、掲載した支部長名は平成７年８月末、原稿依頼した時点でのお名前です。

・ｸﾗｽ会

ク。

昭和２年にご存知のような立派な詞曲ができ上がったのであ
ります。将に我々の在学中のことで、同時にその詞の意を態し

大正15年「壬戌会」135名

林清記
クラス会名を壬戌会と命名したのは､卒業の年力幡の上で壬

戌に当年していたためと思っていた。この機会にと鳳凰暦ｉで調
べてみると壬戌(みずのえいぬ)は、大正11年で大正15年は、

て立派な校旗も同年に完成いたしました。

後日談になりますが､その時点から50年後の昭和53年記念式
典で校歌を刻んだ記念の銅版の除幕を私､清水明と松宮学長
とで行い、学校に寄贈いたしました。

前に述べましたように大正12年の関東大震災の翌年入学し

丙寅（ひのえとら）に当たることを知った。依って壬戌会は入

た140名は､昭和３年の卒業時は127名でした。また70数余年後

学時の干支より命名したと自分なりに納得した｡半世紀以上も

の現在では数多くの同級生が他界ざれ現在7名だけが存命して

たつとこのような事もありうると思えた。

おりますが、すでに諸兄も90歳を超え、老人性痴呆とか、車椅

会員の近況については在京の級友､今井龍二君に連絡して調

べたところ、卒業時135名の会員のうち存命者はわずか８名程
度であることを知った。その時膚の冷たくなるのを感じた。そ
して、嫌な原稿を引き受けたと｣悔みもしたのである。

子生活とかと不自由な生活で、かろうじて野球部で活躍され

た､舞鶴におられる浅野氏がお元気でいられるとのことです。
以上概略しました様に､更始会のメンバーの一員である私は

校歌・校旗の制定に尽力し､その記念プレートの寄贈式典に５０

祇園精舎の鐘の声

年後に立ち会い、また今回同窓会創立100周年の行事に参加で

諸行無常の響きあり

きるという事は身にあまる光栄と存じます。

その間60数余年一町歯科医として頑張って参りましたし､今

沙羅双樹の花の色

もなお、代診とともに頑張っております。

盛者必衰の理を顕わす

目を閉じて平家物語の一節を口吟すると忘れかけた旧友の

終わりに当たりまして、学校の更なる飛躍と、同窓生の皆様
のご健勝を祈って筆を置きます。

姿を見ることができた。

後に残された級友の健在を祈って文責を果たすこととした

100周年おめでとうございます。

い。

山口秀記

清水明記

東京歯科大学同窓会創立百賀の祝いを迎えるめでたい出来

クラス会名につきましては、入学年月が大正14年なりした
め、その名を十四会としたことと思います。

事にめぐり合えた事は､誠に幸せと思うと同時に言い知れぬ喜

卒業時の人数128名

びを感じております。

現在生存者１２名以下連絡できた方々

我々「更始会｣の面々は、あの大正12年の関東大震災の年、

井関清栄〒758山口県萩市御許町145

水道橋病院の反対側にあった仮設バラック校舎にて簡単な筆

猪俣賢之助〒966福島県喜多方市塗物7740

記とメンタルテストで約140名が入学いたしました。

種田貞弘〒670兵庫県姫路市域北新町１－２－２３

当時の学校は創立者でもある血脇校長の気風で溢れ、例え

大菅十造〒939-07富山県下新川郡朝日町泊261

ば、学校に功労のあった帆｡、使いさん〃を校葬にする等、血脇

川上三郎〒300-15茨城県北相馬郡藤代町片町258

イズムに満ち溢れていましたが､校歌・校旗等統一されたもの

北忠道〒417静岡県富士市広見本町４－１２

がなく、各部で応援歌等を唱って気勢をあげる状態でした。そ

小池光雄〒239神奈川県横須賀市野比１－２０－l

こで当時大学の教授であった風間又四郎先生の命名による更

須永徳哉〒171東京都豊島区要町２－１７

始会のメンバーが発起人となり、先生共々北原白秋、山田耕搾

根城昼夜〒839-1l福岡県久留米市山本町豊田2042

両氏に校歌の作詞､作曲を強く依頼し、大変なご苦労の結果、

(旧姓井出）

１９２

細野彦男
山口秀

６４１

１６７

４１３

ｌＴｌＴｌＴ

深沢一祐

静岡県富士市平垣本lHn4-l

す。技工もすべて、矯正、整形すべて自作６束歯大の評議員会

東京都中野区中野５－５３－２

に出席しても、私の－上級生は一人もおりません。毎日健康、感

群馬県前橋市住吉町1-13-25

謝、愛情、ありがとう。
手と足を使う事こそ長生きの

当時校舎は焼跡に建った仮校舎でいたわしい物であった。当

九坂百坂のぼり極めん

時私が学校教育指導を受けた先生の思い出を記してみます。
１.語学奥村教授､花澤教授､宮森教授､遠藤教授、
別府講師

昭和５年卒「珊瑚会」176名

２.物理学･化学安井佐太郎学士、教授近藤龍博士、

村田秀純記

教授落合英二博士、助手野呂九十九学士
学学

榴蝿

教授井上連夫博士、助手近藤三郎学士

会名の由来については、東歯専に入学したのが､大正15年４

教授奥村鶴吉博士、助教授斉藤久学士、

月であったので､３×５の15に因んで、当時レントゲン教室の

助利賠B佐門学士

助教授風間又四郎先生によって珊瑚会と名づけられた。そして

５.花澤解剖学

教授花澤鼎博士、助手近藤三郎学士

珊瑚虫のような小さな虫でも一丸となれば､立派な珊瑚が作ら

６.生理学

教授永井潜博士、助教授正木正学士

れるように、会員の個々が一致団結すれば､立派な珊瑚会を築

７.材料学

教授松井禮士学士

くことができるとの励ましのお言葉をいただいた。

８.調剤学

教授安井作太郎学士

次に､最近の活動状況にふれる。昭和55年珊瑚会卒業50周年

９.薬物学

教授遠藤至六郎博士

誌を刊行した｡我が会員が母校を卒業した昭和５年は世界的な

10.Ｘ線学

助教授風間又四郎学士

経済恐慌の年であり、その打開のため満ﾘ`ﾄ|事変となり、上海事

11.細菌学

教授寺田正中博士､助教授中井武一郎学士、

変やがて大東亜戦争へと発展し、そして太平洋戦争となり、昭

教授奥村鶴吉博士

和20年８月１５日無条件降伏の憂目を見た｡敗戦後の悲惨な生活

12.病理学

木村博士、酒井講師

も歯科医療という社会性のある職業のお陰で､なんとか生き残

13.花澤病理学

教授花澤鼎博士、助教授正木正学士

ることができたのであった。朝鮮戦争の特需景気で日本の経済

14.治療学

教授西村豊治博士、助教授杉山不二学士、

界も立ち直り、やがて日本の経済界も高度成長を果たしたが、

助手ドクトル安田康輔学士

我が会員の卒業後50年はまったく波乱に満ちた人生であっ

15.充填学

榎本教授、福島学士、近藤学士

た。昭和55年､卒業50周年記念誌の刊行を企てたのは､会員の

16.補綴学

教授ドクトル矢崎正方学士、教授ドクトル

ほとんど力齢70歳の古稀を過ぎ､様々な苦難により貴い体験を

堀江蛙一学士、助教授溝上喜久男学士、

味わい立派な人生観を抱けるようになった。

助手光永友紀学士
17.矯正学

18.外科学

キケロは「人生より友`情を除かば、世界より太陽を除くに等

助教授斉藤久学士､教授榎本美彦ドクトル、

しい」といっている。同窓としての友情に結ばれ、互いに心の

助手服部佐門学士、講師多胡謙治学士

友として職域を通じ人間味豊かな世の中を築こうと意図し

教授福島尚純博士、教授遠藤至六郎博士、

て、記念誌の題名を「和は笑顔」として刊行したのである。

助手大井清学士
19.内科学

教授二木博士、講師黒川誠学士

20.衛生学

教授奥村鶴吉博士、教授高野六郎博士

21.法医学

教授三田定則博士

22.主事

保存部長西村豊治博士

思い出多い在学中､すでにご他界された先生方のご冥福を祈
り、終記といたします。合掌b

私は現在90歳毎日午前９時から午後６時まで診療していま

昭和６年卒「昭二会」180名（入学時）
榎智光記
昭和２年４月に東京歯科医学専門学校へ入学(180名）した。

当時は道路を挟ん‐ご東西に木造校舎があった。新入生は東校
舎の２階が教室であり、１階力溪習室であった。西校舎には、
１９３

診療室と２．３．４年生の教室とがあった。クラス会名について

かつ世界の学会に銘記せる人物である。よって下記に彼の略歴

は、Ｘ線科助教授の風間又四郎先生が教室に来られて、昔、大

を明記させてもらいその栄光を称えたい。

正２年に入学したクラス名が正二会と称してまとまりの良い

河邊清治略歴1908年生まれ

クラスで評判も良かったから、皆さんのクラス名も｢昭二会｣と

1931年東京歯科医学専門学校卒

してはどうかと提案があり、協議の結果｢昭二会｣と決まった。

1931年東京歯科医学専門学校補綴学教室入室

昭和の初期は誠に事多き時代であった。昭和３年に宮中で
は、昭和天皇御大礼の式典があり、東歯では校旗．校歌の制定

（偏可北原白秋､作曲山田耕搾)並びに地下1F､地_上4F建て、

1939年内務省技官（母校より内務省に派遣される）
1959年東京女子医科大学より医学博士の学位記授領
1951～1961年東京歯科大学教授

白茶色タイル張りの瀞栖な時計台付きビルカ建ったのだ｡正に

1967年国際歯科連盟（FDI）支持会員（現在に至る）

巍々たる我力較である。その頃､神田界隈では唯一のビルの走

1967～1983年東京歯科大学同窓会会長

りであった。当時は、世をあげてハーモニカ時代であり、校内

1968～1970年日本補綴歯科学会会長

にバンドが~つと我がクラス会にも立派なバンドが－つあっ

1974年日本歯科学会名誉会長（現在に至る）

た。それに刺激されて、西堀一夫委員より「今、俺は東京音楽

1976～1977年国際歯科学士会国際会長

對交の学生と同宿で、ヴァイオリンを始めた。君もやらない

1977年国際歯科学士会本部理事（現在に至る）

か」と誘われた。セロは｣笠原、ヴィオラは重藤、コントラバ

1979年国際歯科学士会国際本部よりマスター称号を受ける

スは金子、中には新藤正雄ヴァイオリンの名手もいた。年ごと

1979年ピェル・フォーシャルアカデミーよりエルマーＳ・

の新入生の中には、なかなかの好き者もおり、指揮者志望(小

ベスト賞を授与される

野ギター）もでき、昭和４，５年頃には小編成ながらオケがで

1984年ドイツ民主共和国工腔病学会より名誉会員の称号を受ける

きあがり、（慶應、一橋､早稲田大より)応援のトラも入り、日

1984年ベルリン･フンポルト大学より名誉博士号を授与される

比谷の市制講堂を会場として第１回東歯オーケストラの公演を

盛会に催すことができた｡何しろ会場を満席にすべく全員で努
力した。血脇守之助皇i較長、奥村学監を始め各教授、助教授、

助手職員にお願いして回り（風間部長さんのお知恵拝借)各科
の患者､家族方にも数枚の招待券力轆るように手配してまわっ

松井隆弘記

た。何しろ、血脇先生を最先にご案内してあったので､各科の

本会は昭和３年辰歳の入学であるので、これが「クラス」名

教授方も驚いておられた次第てく会場に花をそえていただい

として入学当時の風間又四郎先生の選択された会名である。当

た。因に、吝脹は伊藤彰人教授。いろいろとお世話になってい

時は専門学校で理科系は４年間の修業で､無試験､卒業すれば

る｡初代オケＯＢ会長は西堀一夫､二代は榎智光､三代は山本

申請により直ちに歯科医師免許証が交付された。155名の卒業

為之(現在）である。近年毎年４月の入学式には、必ず君が代

生が現在では33名（不詳１名）の状態である。昭和７年といえ

と校歌の伴奏を学校からたのまれて、現役の学生とオケのＯＢ

ば軍縮の真っ只中であった。国民皆兵制度下にあって、誰力戦

と一緒に立派にその務めを果たしている。

争などを考えていたであろうか。戦前の物不足、戦中、戦後と

新入生の前での演奏は新鮮で晴れ晴れとしたよいものだ｡そ

苦労の連続する生涯であり、戦死者あるいは空襲による死亡と

の後ＯＢ会の総会を開催するので、日々の診療が忙しいのに楽

いう憂目に遭った者も数名である。戦時中は医師不足、軍医不

器をもって遠くから飛んできてくれる。親と子､孫ほどの年齢

足のこともあって血脇守之助校長は日本歯科医師会長でも

差があるのに一向に気にならない。楽しいのである。東歯大の

あったので、歯科医専卒業生は医専の上級編入制度を提案(昭

その後の繁栄も肌で感じられるし、昭和２年から始められたオ

和19年３月実施)し、これにより一般医師としてあるいは歯科

ケや、杖痕(河邊君）もそうだそうだが、今も生きている。正

軍医制度誕生(陸軍は昭和15年３月、海軍は昭和16年５月）に

に校歌の詞（北原白税にもあるように父なり友なり全き家な

より、一般兵科ではなく従軍したものもあった。

りである血脇イズムがRIR々としている。我がH召二会を代表して
ここに挙げる。河邊清治君は東歯大を代表し、日本を代表し、
１９４

我々が入学式を行い、第１学年の授業を受けたのは今の水道
橋校舎の前にあった、みすぼらしい２階建ての「バラック」で

あった。第２学年からは現在の水道橋校舎の前の、当時として

である昭和５年の５を人偏をつけた伍に代えて､昭伍会と命名

は帝都十指に数えられるモダンな地下１階地上４階の鉄筋コ

してくだされたのである。伍は組とか仲間を意味するのてく歯

ンクリート建の校舎で学んだ｡当時は歯科医師になるには男子

科医学を目指して共に勉強する仲間として､仲良く協力し､互

７校､女子２校の９校で学ぶ以外になく、中学校卒業後直ちに

いに励まし合って行くようにとのお諭しを込めての命名と

入学するか、一般社会人として中卒以上の者が受験し、入学

伺っている。

し、机を並べた状態のため､教室内における学習の態度も極め
て真剣な空気であった。

昭和９年春､卒業時のクラス会の仲間は187名で、それぞれ抱

負に胸を脹ませて歯科界へ巣立っていった｡現在のクラス生存

教授の諸講義も当時の権威者揃いで、専任教授の他､東大、

慶大､慈大などの有名教授、また歯科開業医の一流といわれる

先生方も専任教授同様に極めて優れた指導を受けることがで
き､今なお､恵まれた卒業ができたと感謝しているところである。

会員数は平成５年版の同窓会名簿によると60名であるカミその
後数名の級友が他界されている。

さて活動状況だが、原則として年１回、総会を兼ねた旅行を

全国会員を対象に実施してきた爪会員の高齢化にともない長
途の旅行など無理な状況となったため、ここ２，３年は取り止
めている。また関東地区の会員有志で関東地区共済会を結成し

昭和８年卒「四海会」176名
田辺和三郎記

て、約24年間共済活動を続けてきた爪先年共済会は解消し
た。

卒業30周年には､記念として水道橋旧校舎の屋上に国旗掲揚

昭和４年４月若きは17歳､上は40歳過ぎの社会経験者を加え

塔を建設､寄付し、また50周年に際しては、有志の賛同協力を

て200有余名の新入生は風間又四郎先生から四海会の級名をい

得て、絢欄豪華なイタリア製美術大置時計を割曽したカミ現在

ただき、普く広き歯科の大海に船出した。昭和８年３月無事に

千葉校舎の理事長室の入り口に設置されて時を刻んでいる。

176名が卒業し､臨床に研究にと別れを告げその後は､年に１，

昨秋まことに残念な出来事であったが､多年に亘り名会長と

２回は会合を持ったが、母校創立100周年記念に参加後のクラ

して会の運営にご尽力くださった渋谷孝麿兄と会長を補佐し

ス旅行を最後に四海会としての集まりは終わった。

ていろいろとご活躍いただいた幹事の藤林博兄が相次いで

ただ戦前からの在京の級友のスタデイクラブとしての土曜

研究会は、今では研究会ならぬわずか数名の有志が年に２回集

急逝されたので、目下昭伍会の今後について対策を考慮中であ
る。

まり学生時代を語り壊旧の念を新たにしている。
昨年長い間同窓会にクラスを代表していた長尾喜景君､小坂
力君力湘次いで亡くなられたが、クラスのためお骨折りいただ

昭和10年卒「鹿鳴会」162名

いたことに改めてお礼を述べたい｡亡くなられた多くの級友の

木村吉太郎記

ご冥福を祈ると共に残された我々は現在40名足らずとなった
が､２１世紀を目標に新時代を見届けようではないか。

私どもの学年は鹿鳴会といい、昭和10年３月卒業時は162

名。会名の由来は、入学が昭和６年でありましたので、当時学

生会の口腔衛生部長で歯科放射線学の助教授､風間又四郎先生

昭和９年卒「昭伍会」187名
大津晴弘記

が名付け親となって私どもの学年に対して､明治年間に華やか
な鹿鳴館時代を出現した、その象徴である鹿鳴館にちなんで鹿
鳴会と命名なさったという説に併せて、中国で官吏登用試験に

我々が入学したのは、昭和５年の春であった。希望に満ち満

合格した者を労うため､鹿鳴園を開いて中央に送り出したとい

ちた新入生180数名のクラスが結成され、５月７日発会式と共

う事実から取ったという説があります。我が鹿鳴会も本年を

に命名式力壗大に行われた。会の名付け親は風間又四郎先生

もって卒後60周年を迎えます。

（当時講師)て、先生はそのころ各クラスに対し、適切な名前

この間、毎年の総会は初めはいつも東京で行いましたが､戦

の作者として専らその労をとっておられた。クラスの入学年次

後は地方の各地を持ち回りとして､地域の会員が旅行幹事とな
１９５

られて毎年総会開催のお世話をしていただいてきました。とこ

水道橋校､稲毛校を見学６５７年能登は穂積君。５８年青森は板垣

ろで会の事業としては､卒後25周年には立派な記念アルバムと

君。５９年信州他は阿部、天馬君。６０年南紀は岩崎、前田君。６１

記念誌を発行、３０周年には記念誌の発行程度でした爪昭和５７

年七塁会50周年記念東京｡６２年福島は佐藤君｡６３年愛知は天馬

年には総会の決議で遅ればせながら卒後45周年記念の事業と

君。平成元年神奈川は加藤木君。２年大仁温泉は阿部君。

して、お世話になった母校が昨秋､建設された稲毛の千葉校舎

３年神戸は川越君。４年静岡は浅野君。５年京都は鏑木君。６

の講堂に演台一式を寄贈することにしました。そこで早速､全

年仙台、松島は阿部君。７年は東京でやれという声が多くあっ

会員にその主旨を伝えて､各自２万円宛の募金をお願いしまし

たので､東京が当番となり箱根を第一目標とし山越えして、熱

た。幸い会員各位の暖かいクラス愛によって124万余円でひと

海へ出て解散という計画にて､東京に近い人が集まり相談し、

きわ目立つ演台並びに花台２脚をめでたく寄贈することがで

準備中です。

きました｡演台並びに花台には我が鹿鳴会の名を講堂とともに

永く残すために銘記しておきました｡何かの折りに稲毛の千葉

昭和12年卒「蜂和会」160名

校舎にまいりました節には､是非とも講堂に立ち寄られて演台
並びに花台に親しく対面してください｡誠に末頼もしく感じら

大村光晴記

れます。

さて、５０周年､６０周年はともに東京パレスホテルで総会並び
に式典を挙げました｡さすがに本年５月23日に開催した60周年

同窓会創立100周年をお祝い申し上げ一層のご発展を祈りま
す。

記念式典には傘寿大台に入った面々の集いでもあり、１０年前の

私たち蜂和会は昭和12年卒業、血脇校長の下で160名で発足

50周年に比べて参加者は少ない力撒粛かつ賑々しく盛大に終

しました｡会名の由来については入学が昭和８年でしたので蜂

始した。

のごとく勤勉で融和にﾉLせよとの願いが込められ､当時細菌学

教室におられた風間又四郎先生の発想で名付けられたと聞き
及んでおります。在学中既に「蜂和」という学術を主とした文

昭和11年卒「七星会」190名
阿部鋭夫記
私どもの会は､昭和７年４月入学したのを記念して「７」とい

芸人物評などのクラス会誌が毎年出ていて、そのなかの「あた
まかくして…」と題する全員の寸評は要を得て急所を衝いてい
て､卒後の蜂和会ニュースに再び連載ざれ若き日の面目躍如と
好評を博しました。

う字句を念頭に忘れないため色々考慮した結果､北斗七星を選

在学時日本は既に朝鮮半島の植民地から中国南半球へと侵

び即明るく輝く金星を我々のクラス会の名前に最適であると

略を拡大していて、卒業した会員はただちに戦場へ赴く者多

の結論を得たので「七星会」と名づけた次第であります。

く、更なる勉学も思うに任せず、散り散りになったままでクラ

最近の活動状況としましては､昭和41年に卒業30周年記念と
して五十嵐尭昭君のお世話で熱海にて第１回目のクラス会旅

行を実施。５年後の昭和46年５月加藤孝一君のお世話で１泊２

日名古屋の旅を実施以来毎年､親睦を計り近況を語る場として
クラス会旅行をかね総会を開催することを決議しました。

ス会に集う余裕とてなく過ぎました。

母校行事の後などの小さな集会はあり、卒後３年､昭和15年
秋には新橋に34名集まったとの記録が残っています。
どうやら敗戦後の生活のメドも立ち消息も判明して初めて
のクラス会は昭和48年からですが､その前昭和43年に卒業30周

以下これまでに実施した総会を年を追って担当各君名とも

年記念「会員家族アルバム」に近況集一冊を添えて酉怖、良縁

ども記します｡昭和47年京都､同48年日光へと加藤孝一君の企

さがしにも役立ったかと思っています｡近年海外の会員の来日

画にて実施｡49年島根､鳥取は岡本治君｡50年は福岡へ､川村、

も実現しています。

大関両君。５１年(40周年記念)東京にて阿部､古屋､小川君の担

次いで２泊ぐらいの日程での蜂和会総会､懇親会の旅を昭和

当。５２年山形は小林、尾形、寺尾君。５３年北海道は梶尾君。５４

48年東京から始め、以後毎年台湾、沖縄から全国に及び平成５

年新潟、佐渡の旅は内山、勝井君。５５年山口は伊藤､平田､唐木

年京都大会までおよそ20回のクラス会に集い蜂和の心の充実

君６５６年四国の旅は岩崎君｡同年クラス会45周年記念東京にて

に努めてきました。旅行には夫人同伴が増加、近年は亡友の夫

1９６

人や他へ嫁した娘や孫たちも仲間入りして､やがて蜂和会婦人
部や家族の会が発足するかに思えます。

ようになったようです。

最近の活動状況をお知らせします｡他の会と同様、国体の持

その間、昭和51年度に「蜂和会基金」を発足させ、会員の慶

ち回りのように全国各地の級友のお世話で総会を開いており

弔と蜂和会ニュースによる半世紀の思い出、亡友の追悼文､会

ます。最近では平成４年潮来で、平成５年は箱根湯本で、平成

務、基金報告を載せ、今日まで17号に及びましたが、これは他

６年は名古屋で、平成７年は北陸山代温泉でそれぞれ総会を開

のクラス会には見られないものと自負し、蜂和会の発展に役

いており、毎年半数は夫妻で出席されます。会誌は年２回、会

立ったものと信じています。特に昭和62年「卒業50周年記念

報（主としてハガキ速報）は随時発行しております。

誌」は100頁に及ぶ見事な内容と考えられ母校図書館にも納め
られています。

本年は卒後58年を迎え、会員は卒業時の半数80名を割り込

昭和14年卒「天心会」151名

み､蜂和会は傘寿を迎えた老人のみの集いと変わりました。会

務の中心で活躍中の在京幹事の中、他界する看､会務遂行に支

早速晴雄記

障を来す者力湘次ぎ､ついに蜂和会基金の終結を決めるに至っ

昭和10年４月入学した私どものクラスは入学直後､当時保存

たので、現会員に基金の残金を｢長寿祝金｣として配布を終え、

学講師であられた風間又四郎先生が｢今年入学された新入生の

昨年18年間の基金に終止符を打ちました｡本年よりの蜂和会は

諸君皆さんが､将来、天の中心宇宙の如く大きな心、広い視野

あと２回ほどのニュース発行と参加者があれば随時懇親会を

を持った歯科医師になるように勉学努力して欲しい」との願い

続けたい考えです｡卒業以来60年にならんとする蜂和会は今や

を込めて、入学年度の十（テン）に因んでクラス会名を「天心、

その任を終える時が近いが、我々が及ばずながら同窓会100周

会」と命名してくださった。私どもは我々のクラスに全く相応

年に向け結んできた鎖を力強く次の世紀に向け､伸ばしてもら

しい会名として、風間先生に感謝申し上げると共に、爾来今日

いたい。

に到るまで我々自慢の会名である。（その頃の入学クラスは会
名を代々風間先生が入学年度の数字に因んで付けていただく
しきたりがありました｡）

昭和13年卒「昭久会」173名
安達直記
昭和13年３月25日卒業式で父兄に渡した資料によれば、
報告財団法人東京歯科瞥學専門學校

本校現在生徒数ハ754名（内173名本日卒業)ニシテ之レガ教
授ノ任二當ル教員ハ専任29名、兼任29名、助手68名ナリ

・因みに私ども「元L会」について
昭和10年４月６日入学時人員数213名
昭和14年３月25日卒業時人員数151名

平成７年９月30日現在現存会員数６３名
・在学当時の時代的背景

入学当時､国内は平和な時代とは申しながら昭和７年第１次
上海事変､昭和12年第２次上海事変と支那事変の動乱が続き国

本日第43回卒業式に於て卒業證書ヲ授與スヘキ者172名畢

内社会は次第に非常時色となり昭和14年卒業の頃はすでに戦

業證書ヲ授與スヘキ者１名ニシテ専門學校設立以来ノ卒業生

時色となり徴兵適齢期の健康な男`性は軍務に服する時代で

二合スレバ､3,605名ナリ。（内特別生７名）

あった。昭和14年４月水道橋学窓を巣立った会員は

尚高山歯科譽學院創設以来ノ卒業生二通算スレバ3895名ナ

１.郷里に錦を飾り家業の天職を継ぐ会員

リ。以下鴫以上は同級生黒崎弘毅君(宇都宮在住）の提供に

２.母校教室で研修に入る会員

よります。只今の会員数は69名（内１名不明)。

３.各地の病院歯科の勤務医となる会員

会名の由来についてですが､入学して５月に第１教室にて第
１回のクラス会総会が開かれ、血脇守之助校長、福島秀策学
監､風間又四郎講師が出席され､毎年の例により風間先生から

４．当時の時代に鑑み、外地満ｼ11,|、中支方面の任務に勇躍出か
ける会員

５.徴兵猶予を解かれて応召入隊する会員と様々であった

昭和９年入学にちなんで昭久会（ショウクカイ）と命名してい

因みに私ども天心会一同は本学第３１回､高山歯科医学院よ

ただきましたが、誰言うことなく（ショウキューカイ）と呼ぶ

り通算第44回の卒業生である。
１９７

・天心会最近の活動状況

元、会クラス会として目的達成のための活動の大綱を項目
別に列挙すると

l東京歯科大学天心、会の定例総会の開催

業として努力している。クラス会も会員齢を重ねるに従って、
次第に現状消息移動が多くなり、昭和50年より平成６年までの

間内容誤りないように記事更新して概ね３年毎に６回発行し
ております。

２.東京歯科大学元Ij会の親睦家族旅行実施

昭和15年卒「仁蜂会」171名

３．クラスメートの消息、音信交流の目的で広報の発行

４.東京歯科大学天心会会員名簿の作成

愛知正晴記

５.会員の慶事、弔事に当たって祝意、弔意の取り扱い
以下１１項を追って簡単に敷延して述べたい。

「仁蜂会」の会名は我々が入学時生徒監であった中丼武一郎

・天心会定例総会の開催

先生が命名してくれたもので､仁とは校歌のなかにもあるよう

・天心会親睦家族旅行の実施

に医者としての心構えであり、蜂は団結心が強く、働くべき時

昭和25年朝鮮動乱進駐軍の特需により終戦後壊滅状態の我

には孜々として働き、休養すべき時には休み、一つの中心の下

が国の経済界も復興の緒を掴み､昭和30年以後岩戸景気と言わ

に運命を共にしている。また自己に危害を加えるものには憤然

れ､国内社会もゆとりと活況を取り戻してきた。天心会卒業２０

として戦い、危害を加えないものには敵対行為をなさず、むし

周年に当たる昭和34年古都京都に多数の会員並びに家族夫人

ろ花より花へと飛び回り果実の生成を助け､美味栄養ある密を

全国より会い集い記念家族旅行を実施した｡爾来昨年平成６年

つくる｡即ち仁者にして蜂の如き元気ある団体の意味であると

度山陰地方湯の里回遊の旅に到るまで､１回として欠かすこと

言われた。

なく３２年間継続実施してまいりました｡会員の元､会に寄せる

その会名のもと、活動も活発である。仁蜂会のその名の如

熱意に基づくすばらしい金字塔として､天心会の誇るべき実績

く、大変団結が強く卒業後も毎年１回は集まっていたが､昭和

と自負しております。その足跡は全国隈なく及び、当事者なら

35年卒業20周年に家族同伴の北九州旅行を実施した｡それが大

ずとも良くぞと感無量である。

変評判が良く、それからは毎年家族同伴の旅行を続けてきた。

この親睦旅行中、旅程最終日の午前､旅宿で天心会定例総会

開催。当年度、次年度の会務、事業、会計報告､協議事項など
厳正に議事を実施しております。
・広報の発行

重点事業､活動として会員相互の現状消息、音信交流の手段

北は北海道（２回）から南は沖縄西表島まで日本全国主な所は
全部回り、ハワイ、台湾等海外旅行も５回を数えている。

その間､卒業１５周年、２５周年、３５周年にそれぞれ写真集を発
行しており、このような会は他にも無いのではないか。

また仁蜂会の名の入った浴衣をつくり、仁蜂会音頭があり、

として広報の発行にこれまた重点的に努力を傾注して今日に

その振り付けもできている。卒業40周年は盛大に行い､芝増上

及んでいる。然し広報といえる刊行物を定期的､I亘常的に発行

寺において亡くなった友の慰霊祭を行ったが､その追悼文の中

するようになったのは､卒業35周年頃(昭和49年)から笠井俊夫

にもあるが､我々が卒業した当時は第２次世界大戦の前夜であ

君会長５年の間、クラス会の存続運営に尽力を傾注､過去在り

り、学友の多くは学生服を戒衣に着替えて前線へと出動し、そ

し時代を回顧して｢天心会回顧抄｣、お互い又不惑の世代に入っ

の内20数名の友は、砲火飛び散る中､祖国の悠久を固く信じつ

た会員を対象に「天心雑語」と銘打って会員の消息、母校、歯

つ異国の地に散ったのである。その後は我がクラスは健康な者

科界等の情報､その他多岐にわたる話題を選んで奔放な筆先で

が多く、他のクラスに較べて亡くなった者が少なかったが、こ

素晴らしい広報を年間３～４回、２０篇｡昭和54年会長世話人職

こ２～３年急に増えてきた。年のせいであろうか。

を不肖私(早速晴雄）が引き継いて（爾来「天心会会報」とし

仁蜂会には特筆すべき事が色々あるが､都県歯の会長を５

て若干色合いは変わりました爪会員の投稿記事会員の音信

名も出している。即ち東京者噛の清藤、愛媛の故正岡、高知の

書簡等､重点的に年間３～４回､Ａ４型用紙５～８枚の広報を今

故金子、静岡の坂本、栃木の槙石である。その他副会長や郡市

日平成７年８月現在まで継続して発行しております。

区の会長などは枚挙の暇がない。同窓会には副会長として故

・東京歯科大学天心会会員名簿の作成発行

正岡、坂本、愛知がなり、現在坂本、愛知の２人が法人の評議

この会員名簿こそ会員現状把握の原本として活動の重点事
1９８

員となっている。現在会員数は不明２名を除き96名である。

頭尾の文字をとり堅久会と名付けられたのである。１２月26日

昭和16年卒「燦志会」166名
山本爲之記

205名の歯科医学士が繰り上げ卒業第１期として戦時中の社会
に押し出された。

昭和16年我々が最終学年を迎える頃には戦況力膠着状態に

「燦志会」の名は、入学直後、風間又四郎、中井武一郎両先

陥り、若者は次々と戦地へと送り出されていた。夏休みが終わ

生のご提案で校歌の第１節の燦の１字を冠して命名された｡以

り学業に復帰した時､突然卒業を12月に繰り上げるという文部

後先輩後輩諸氏より歴代のクラス会名の最高傑作と羨まれて

省通達が出た。当然17年３月と思っていた我々は国家試験､卒

いる｡会員久松正章君によれば昭和１２年４月入学時点での総人

論と忙しい思いをさせられたが､12月８日ハワイ攻撃から大東

数は素中国､満ｼ1`Ⅱよりの留学生10名を含め223名であったとい

亜戦争が勃発した。「卒業してすぐ戦場に赴く君たちが可哀そ

う。燦志会は戦前の旧制専門学校の全教科を悉く履修して卒業

うだ」と壇上でｉｔいてくださった助教授もおられ、師走大晦日

し得た最後のクラスである。

前の卒業式は悲壮感に満ちていた。

会の歴史と活動状況に触れてみる。入学した年の７月に日支

卒後大多数の堅久会員は兵役に服し､各地に散っていった。

事変が勃発b学業半ばに出征する会員もあり軍事教練力撤し〈

終戦で生命を完うし各戦線から帰還した会員も、内地で７項張っ

なって臨戦態勢は日を追って濃厚となった。しかし、週48時間

た会員も、戦後の荒廃に振り回されており連絡の取りようもな

の講義と実習に耐えつつ部活が盛んで卓球部は医歯薬リーグ

かった。級会が持たれたのは昭和30年代であったと思う。佐藤

で優勝、蹴球、水泳、剣道、野球、山岳などの各部はいずれ劣

（知)、前原、木村(哲)、幹事長と級役員諸君の努力で次第に

らず活躍した。学術部､研修部の活動も盛んで音楽部は尺八、
ハーモニカ、管弦楽の３部が互いに競い合い、美術部員は熱L、
に絵を描いた。

盛大な級会となったのは昭和40年を過ぎた頃であった。
現在も毎年１回各地の会員の協力を得て総会と旅行を開催
している。平成７年９月、現存者88名(台湾籍４名、中国籍２

戦雲愈々急を告げ卒後の12月には遂に米英に宣戦が布告さ

名､米国籍１名､住所不明１名)。ほとんどの会員は歯科医師と

れて世界大戦に突入､兵役に服して戦場に散華した会員力極め

して地域社会に貢献している。清藤三津郎君は青森県黒石市長

て多い。戦後､連絡がとれるに伴い困苦窮乏を互いに励まし合

３期目、政界で活躍中。

いながら年１回は親睦の会を持ち、しばしば研修会も開催し

た。昭和50年代からは夫婦同伴での海外旅行も実施した。

現存会員数は74名｡受章受勲者も多く今なお現役で活躍中の

昭和17年９月卒「一志会」200名

会員が多い｡去る１月の阪神大震災の被災会員へは間髪をいれ

児玉良知記

ず各地の会員より多額の義援金が拠出され､深く厚く結ばれた
友,清の絆に改めて,､打たれた。

まず、会名の由来についてだ爪昭和14年４月、選ばれて東

近年は２泊３日の総会を兼ねた国内旅行会が定着し､今秋は

京歯科医学専門学校に希望に燃えて入学、クラス会総会を開い

九州別府方面､同伴単身併せて30数名の参加申し込みがある。

てクラス会名を募集し、活発な意見が交錯する中から、次の３

我が燦志会員は喜寿を過ぎ益々元気旺盛である。

つが候補として絞られた。１．－志会２．斗士会３.銃士会
いずれも昭和14年入学という１４の語呂合わせから発想された
ものであった。協議を重ねた結果｢全会員一致団結、志をひと

昭和16年12月卒「堅久会」205名
小出修記

つにして大きく未来に向けて羽ばたこう」との願望をこめて
「一志会」と命名した。
つづいて一志会の活動状況について紹介する。

昭和13年４月我々は東京歯科医学専門学校に入学した｡血脇

１.卒業10周年記念昭和27年１１月熱海常楽荘にて卒業後最

校長､奥村学監、花澤病院長の３巨頭が健在で親しくその馨咳

初の温泉旅館１泊の総会とあって大勢集まって楽しい夜を明

に接した。当時は前年に日中戦争力始まり、諸事緊張が続き、

かした。

堅忍持久が叫ばれていた。中井生徒監と級総代､役員によって

２.卒業20周年記念昭和37年11月熱海園
１９９

３.卒業30周年記念昭和47年９月福島県２泊東山温泉､岳温泉
４.卒業40周年記念式典昭和57年９月25日東京帝国ホテル
一志会40周年記念誌(350頁）編集

４０周年記念式典は今尚､深く心に残る式典であっただけに､参

７.一志会戦役者慰霊祭平成５年６月20日

昭和17年９月23日太平洋戦争の真っ只中、半年繰り上げ卒
業大多数は10月１日軍隊に入隊し不運にも戦陣に散華､帰ら
ぬ人27名。命長らいし有志相集い故人を偲びつつ､一志会戦役

加者も同伴を含めて70名にも及ぶ盛会振りで、大学から鹿島

者50年慰霊祭を執り行った。

俊雄理事長、高木圭二郎副学長、同窓会から伊丹一男副会長、

８その他

恩師北村勝衞先生､松井隆弘先生､近藤三郎先生のご列席をい

一志会懇親旅行会は何時ものことながら、夫々各地方幹事の

ただき、厳粛且つ盛大に執り行われた。そして一志会40周年記

行き届いたお世話により、北は北海道から､東北､北陸東海、

念会誌も編集委員の筆舌に尽くし難い苦労の結果見事にでき

京阪、中国、四国そして九州は鹿児島の果てまで、まさに日本

た。戦前、戦中、戦後を物語る貴重な記念誌といっても過言で

全国津々浦々に至るまでの旅を楽しんだ。その上､韓国そして

ない。

台湾等々旅の`思い出はまさに筆舌に尽くし難いものがある。

５．旧水道橋校舎を』懐かしみ別れを`惜しむ会

時の流れは如何ともいたし難く、我々の思い出深い旧水道橋

そして更に、６０周年も70周年も、その上楽しい旅行も何時ま
でも続けたいものである。

校舎が改築されることとなり、一志会有志共に相集い、昭和６１
年２月15日中央ホールにおいて恩師血脇守之助先生の写真を

昭和18年９月卒「二六会」200名

取り囲んでお別れの宴をしめやかに開催。感動の聯｣力湖々
とホールに流れ響いた。

小島薫正記

「)激」
我等今此処水道橋橋畔にたたずむ
如月の雨しょうじようとして
寒風肌をつんざく

仰ぎ見る我等が母校

今や惰然として声無く

われわれ爪東歯に入学したのは今を去ること55年前の昭和
15年４月である。日中戦争の真っ只中であり世の中は刻一刻と

軍事色が濃厚となり、好むと好まざるにかかわらず、戦争に協
力することが絶対的な義務の世の中であった。

丁度この年は紀元2600年という千載一隅の大国家的祝賀行

燈火既に消えてさながら屍の如し

事が行われた年で、街では提灯行列、旗行列で賑った年でも

されど我等今数多此処に集い

あった。この誠にめでたい記念すべき年に入学したためにクラ

いざや称えん母校伝統の足跡を

ス全員の総意で、我々のクラスを「二六会」と命名したのであ

聞け我等が1動笑の叫びを

る｡この年に入学した級友は約200名であった｡当時は旧制専門

いざや諸人よ声高らかに歌わん

学校で歯科医専は男子校としては旧京城歯科医専を含めて

ＴＤＣ校歌

も、僅かに７校しかなく極めて稀少価値のあった時代であっ

６.卒業50周年記念式典平成３年９月21日東京歯科大学水道

た｡翌16年我々が第２学年の12月にはあのいまわしい大東亜戦

橋校舎血脇記念ホール

争が勃発し、国家非常事態制は最高潮に達し、最早学:業はこの

一志会50周年記念誌(311頁）編集

次となり、専ら軍事教練や勤労奉仕に明け暮れた暗黒の時代に

新装なった水道橋校舎血脇記念ホールにおける式典も４０周

突入したのである。楽しく明るい学生生活や青春時代など経験

年記念同様大学から学長金竹哲也先生、中久喜喬副学長兼

することなく６ヵ月も早く卒業させられ､徴兵ざれ卒業後僅か

水道橋病院長､五十嵐尭昭同窓会長､恩師松井隆弘先生のご列

に１ヵ月で入営､そして北に南に初年兵として送られたのであ

席をいただき厳粛に執り行われた。

る。

５０周年ともなれば､一志会級友多数病床に伏し、幽明界を異

そして昭和20年８月終戦を迎えたのである｡従って戦死或は

にされた会員も年ごとに増え､40周年程の盛大さには幾分及ば

戦病死した級友も多く、今日の様な平和な自由な時代力如何に

ないまでも、何時もながら同窓としての親しみは格別なものを

大切であるか身をもって体験したのが我々のクラスである。現

覚える。

在は卒業時約半数の90名の級友が元気で各地で活躍している。

２００

さて、これまでの我が｢二六会｣の活動を振り返ってみると、

の幹事一同は「二六会」という堅い絆で結ばれた会を、最後の

昭和24年頃に至り世の中もやっと敗戦の混乱も少しずつ落ち

最後まで死守することを幹事会で確認したことをご報告する

着きを取り戻し、クラス会をやろうと言う声が出始めた。そし

次第です。

て、その年の11月３日学校の同窓会総会に合わせ､初めてクラ

どうか会員諸氏は益々健康に留意され残る人生を楽しく、健

ス会を行ったのである。たぶん斉藤紀夫君の発案で当時保存の

やかに過ごされんことを幹事一同心から願うものである。クラ

教室に残っていた今井政弘君の尽力も大きかったと記憶して

ス会に対し、何かご要望、ご意見のある場合は、遠慮なく幹事

いる。また翌年昭和25年11月には佐藤貞勝君の発案で初めて１

長の福本君、熊谷君までどしどしお申し出ください。誠意を

泊のクラス会旅行が箱根早雲山で行われ、楽しかった記録も

もって対応することをここに約束する次第である。

残っている｡従って昭和24年から平成５年まで毎年学校の同窓

以上母校同窓会100年記念に寄せて二六会としての報告とす

会行事に併行して、１回も欠けることなくクラス会を行ってき

るものである｡母校同窓会の益々の繁栄と級友諸氏のご多幸を

たのである。中でも特筆すべきは10年単位の節目には夫々記念

祈る次第である。

すべき大クラス会を行いお互いの親睦と旧交を温めたのであ
る。以下順を追って回顧してみよう

卒業10周年記念クラス会箱根１泊

昭和19年９月卒「十六会」179名

卒業15周年記念クラス会椿山荘

山根照人記

卒業20周年記念クラス会アルバム出版日光
卒業30周年記念クラス会記念誌発行

十六会の名称は第２次世界大戦突入の厳しき世情の中､昭和

卒業40周年記念クラス会高輪プリンスホテル鎌倉

16年４月11日､東京歯科に入学したクラスでありましたので、

卒業50周年記念クラス会及び物故者慰霊祭日光

松井名誉教授、軍事教練の須藤教官､故安井作太郎教授のお世

記念クラス会は大体以上の如くであった萩例年の11月のク
ラス会とは別に家族､特に閲鵬者同伴の小旅行が行われ第１回

話でクラス総代、クラス委員とクラス会で十六会と名付けたと
40周年記念誌に命名の由来を残してあります。

は大阪の畠山君のお世話で大阪､京都観光旅行が行われ大変盛

クラスは入学時､留学生を含めて206名在籍者がおり､教務の

大でかつ有意義な旅行を行うことができ、この旅行の成功によ

鈴木源吉氏のメガネ越しに出席を取られた、クラス全員の写真

り毎年行われるようになった。

入り原簿を保管しております｡卒業は昭和19年９月14日で途中

特に､平成５年の日光鬼怒川におけるクラス会は前述のごと

出征留学断念、病気等で179名卒業し全員歯科医として巣立ち

く卒業満50年を記念した最後といってもいいクラス旅行で、こ

ました。なお海軍軍医学校在籍者は花澤先生､大井先生の出張

の会では特に物故者の慰霊祭を行った。ホテルの一室に祭壇を

により卒業證書を授与されました。

設置してもらい浄土宗の僧侶の読経の下にいともしめやか

氷雨降る明治神宮競技場において学徒出陣の壮行会に学生

に、かつ盛大に亡き級友の霊の安からんことを祈ったのであ

会（当時は報国実践隊）のあのすばらしい三色旗の旗をもっ

る。この慰霊祭には遺族の方にも連絡し、出席可能な方にも参

て、軍楽隊の奏する、抜刀隊の曲とスタンドにいる女子学生の

列していただき、遺族代表として沼津の鈴木安夫君の奥さんが

人達に送らｵlﾉ行進に臨んだクラスです｡卒業後医学部に進学す

謝意を述べられたのも記憶に新しいものがある。そしてクラス

る看､兵役につく者、診療に携わる者と時勢の流れにそれぞれ

会としてのケジメをつけたのである。

協力いたしました。陸軍に行った者は将校、歯科軍医、憲兵幹

さて、その折りの出席者全員の総意により我々も齢既に古稀

部候補生、軍医学校生と海軍に行った者は、歯科軍医、特攻隊

を過ぎ長距離の宿泊旅行は体力的にも無理であるし、また上京

など兵役につき終戦を迎えましたカミ戦死者は無きも戦傷者は

することさえ、困難な場合もあるので、この区切りの良いとこ

数名あり、空襲により１名亡くなりました。

ろでクラス会全体としての行動は一応終止符を打ち､以後は各

戦後は歯科医師として、医師(12名）として地域医療に精進

地区の者同志、あるいは、有志の者同志で随時クラス会を行っ

し、日歯、日医、都歯、都医、地区県歯の役員、委員を経て叙

てはどうかという案が出され、出席者全員の賛同を得て、以後

勲、褒章、大臣、知事の表彰を受けた者は27名。大学教授とし

はその時の趣旨に従って二六会を運営している。もちろん在京

て医学に貢献した者は５名を数える状態です｡現在142名が毎年
２０１

２泊３日のクラス会を開催しまして､50～60名の出席を得て親

我がクラスの団結は戦時中の苦しい生活の中で助けあって

睦を深めております｡全員古稀を迎え、昨年卒業50周年の行事

学業を続けた連帯感の賜物と思う｡空腹を抱えながら夜間の校

を終え、亡くなった会員は47名（在学中を含む）を数えており

舎防衛宿直に当たり、あの大空襲の劫火から母校を守ったクラ

ます爪ゆったりと卒後60周年を迎える事を願っております。

スとしての誇りを持っている｡戦後の苦闘時代にクラスをまとめ

同窓会100周年にあたり同窓会の益々の発展を祈念し、外国
にも窓口を開けた同窓会を希望いたします。

得たのは、現代表幹事の田上金雄君、その後は現名誉教授高橋
庄二郎君の力が大きい｡また卒業アルバムのなかった我々に呼
びかけて､昔の写真を集め立派な記録としてアルバムを作成し
たのは幹事正木光児君の努力による｡会員名簿もすでに４回発

昭和20年９月～21年10月卒「五十一期会」175名

行し､これからもクラスの力の続く限り続けていくつもりである。

二日市光郎記

昭和22年卒「五十二期会」184名

「五十一期会｣という会名は､51回目のクラスという極めて簡
単明瞭な理由で名付けられた｡同窓会の100周年に当たり､我が

酒匂睦夫記

クラスも記念すべき50周年の総会を母校同窓会記念式典の前
日に、同じ新高輪プリンスホテルにおいて開催する。

卒業者数は175名だがその数には卒業式(９月８日)後の卒業
20名（内クラス外９名）を含んでいる。

我々は戦火に明け暮れ敗戦､連合軍の占領下にあって国家試
験の実施､大学新学制へと続く、混乱と激変期の特異な学生生
活を体験した級である。

当クラスは終戦直後の卒業のため､戦災を受けて－時)融|Iし

これを象徴する命名をFと種々検討したものの､結局卒業回の

ていたり、または戦地より帰還後に復学して卒業した者も加え

52を冠して五十二期会と決定。それが会名の由来である。何の

られ、（昭和20.9～21.10)実際には当期以前のクラスに属す

変哲もなく単純ながら、同窓会始まって半世紀､戦後第１回目

る人も含まれている。

の卒業組であり、戦中派の感慨と同期の桜の余韻も秘めて、今

卒業以来50年を経過して､全会員が古稀を迎え、すでに鬼籍
に入った級友は55名を数える(平成７年８月現在)。クラス会の

に至るクラス結束の指標となっている。

最近の活動状況について述べてみる

活動は盛んで、年３回の会報(Ａ4版４～６ページ）を全会員に

・現況会員128名、不明３名物故者53名

郵送し、庶務報告や会合の予告を載せ､特に会員近況欄は好評

・運営在京幹事を主に随時集まって立案協議級友の不幸時

である。近況欄の作成のために会合出欠の返信はがきには必ず

には地域の幹事と連絡をとり、級名で生花をお届けしている。

近況報告欄を設けている。年間の会合は１月に新年会、５月に

１月の阪神大震災では、即刻お見舞金を送り励ましとした。

は２泊３日の旅程で観光と総会を行っている｡第１回から16回

・事業年１回の級総会並びに旅行、秋の同窓会と合わせ集

までは東京、あるいはその近郊での総会だけだったが､昭和３８

会卒業直後から三崎町界隈、門前仲町の－力などに寄り合っ

年頃から２泊３日の観光を兼ねた形となり、夫婦で参加する同

ていたの爪熱海の青木館や名古屋、北海道大旅行となり、年

伴組が多くなり、ほとんど全国の観光地を巡っている。

１回が定着｡途中10回程の海外旅行を挟んでほぼ全国を一巡し

更に近年は11月に本部同窓会の評議員会､総会に併せて東京
会を開催するのが恒例になっている。事務関係の運営には年会

費5,000円を当てている。毎年の総会において決算報告を行
い、監事の監査報告も行う。幹事会は９名で構成し、随時開催
している｡会計面では､現在300万円近い残高を計上しており、

たところで、これからは無理のない気楽な旅をと思案中。
尚、古澤君案内の京都１泊寺社巡り小旅行会は、夫人組の好
評で今年は９回目となる。

・記録三輪幹事により、永年の詳細な級行事、会計､会務記
録あり。

これは幹事会の努力とこれに応えて年会費を快く入金してく

・会計現残高３万円余り。近々募金の予定。

れる結果である。当初のクラス会則の病気療養見舞金は会員の

・報告同窓会報の「クラス会だより」に諸事報告を続けてお

高齢化に伴い廃止した｡現在は香典と花輪を贈っているのみだ

ります｡｢今まであまり気にしてなかった爪この頃は会報が届

か、叙勲に際しては祝賀の記念品を贈呈している。

くと主人より先に五十二期のところを見るのが楽しみ」という

２０２

ご夫人方の声に､小倉君共々辞意を述べても一向に認めてもら
えません。精々沢山のニュースを気軽にお寄せください。
級代表幹事山崎文男、評議員渡辺弘

昭和24年卒「いとし会」179名
鈴木義政記

昭和23年卒「いづみ会」165名
市川博保記
我々のクラスは在学中、専門学校の第53期生と呼ばれてい

た。その「五十三」を「いづみ」と読み替え、それに「いまの

我々は涌き出づる清例な泉のようなものである。泉の水はせせ
らぎとなり、大河となってやがて広く暖かき太洋となる。我々

会の名称についてその由来を振り返ってみる｡恰も50年前、
敗戦間際の最も熾烈で悲惨な国状(情)の最中、秋田県六郷町
の疎開先で入学式を挙げ４つの寺に分宿して文字通り同じ釜

の飯（カユ）を分かち合い生死を共にした仲だけに結束力も今
だに抜群と信ずる。４年時、級会で公募した会名は護歯(志）
会、あるいは五四期会等々であったカミ五十四会力最も多く、
当時は軟弱な感はあったが､前述の様に特別の睦じい思い入れ
が強かったので「いとし会」と決定した。

の人生もかくありたい」という願いを込めて「いづみ会」と名

学生時代は戦争の生んだ奇形児と異名をとり、間もなく７０歳

付けた。会名を平仮名にした最初のクラスであり、｢いずみ｣を
「いづみ」と古語表現にしたのは温故知新の’Ｄ構えを忘れぬた

を迎える級友達だが極めて元気者が多い。なかんづく級会はお

ろか歯科界として最も誇り得る元文部大臣､現東京歯科大学理

めである。

事長井上裕参識完議員こそわが級友である。

会の活動状況だが､我々の入試は、戦時下理科系学生の入営

井上理事長のことは特筆大書きしても到底この限られた紙

延期の恩典に浴するため志願者が殺到し、空前の競争率となっ

面では書き尽くせないし、同窓各位はかなりの部分をご存知と

て､優秀な学生が集まった。昭和20年３月10日の大空襲で級友

思うので殆ど割愛せざるを得ない杁彼は学生時代から将来必

３名を失った。このような被災を避けるため同年７月、伊豆韮

ず国会議員になるんだと言って学業よりも政治的活動に青春

山へ疎開して授業が続けられ、ここで終』戦を迎え、今年で50年

の`情熱を燃やし続けていたし､選挙の時なぞ師事する親分代議

経過したことになる。長い東歯の歴史のなかでも学校疎開とい

士当選のために寝食を忘れて頑張っていた。のみならず４年生

う異常な経験を持つのは２クラスしかない。

その時、静岡県の同窓会諸先生にお世話いただき、同窓会存

の時は総代選挙に自らも立候補して当選した異色総代として
共に頑張ったものだ。

在のありがたさを痛感した｡疎開の共同生活は連帯意識と団結

ままならぬ世の慣わしとして夢はしばしば挫折することが

心を生み、まとまりの良いクラスとなった。国家試験の成績も

多い中、彼は果たして今日あるを夢見ていたのだろうか。いや

抜群の上､教室に残るものが多く、後に中久喜東歯大副学長、

まだまだ今後もっと大物になる可能性を確実に秘めており

池野谷奥羽大、河合愛学大、佐藤松歯大、野本慶大の各教授を

我々もその実現を熱望している。級友にさらに一人､浅井美幸

輩出した。また、福岡君をはじめ学問的業績を残した級友も数
多い。

昭和23年に行われた第１回のクラス会以降、毎年欠かさず

「いづみ会総会｣を開催してきた。その際のゴルフコンペも盛
況である。第20,30,40回の節目の総会は、,恩師をお招きして

前代議士がいるがやはり大臣級の大物だが惜しむらくは党の
事情で定年退職された。数少ない大学法人理事には井上君の

他熱田君も加え２名もいてこれも級友として異例の快挙であ
る。岩渕技官も』惜しまれて定年退職したがまだ働き盛り。誰方
か良いポストがあればお願いしたいと思っている。

盛大に行われた。また卒業30周年と40周年の記念誌も発刊し

他に歯科界始め多方面で活躍中の級友多数で枚挙にいとま

た。会員の言ﾄ報に接した時は弔電、香典などの弔意を欠かさぬ

なし。東歯卒後医科に転向した人も多いが中でも東歯と現理科

よう共済の面にも意を注いでいる。いづみ会にあった浅井美幸

大を同時に卒業し、さらに東大医学部を卒えて現在有名ドク

後援会を学内にも設置するよう同窓会本部に強く働きかけ実

ターとして活躍中の神山五郎君も異彩秀才だ。

現させたのは、当時の三宅本部理事の功績である。いづみ会の
運営は会長を中心とした在京の幹事が行っている。
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会名が決定した。

昭和25年卒「五十鈴会」195名
田中憲一記

私達は昭和21年戦後最初の入学者で､中学４年終了の若い方
から軍隊経験豊かな陸軍大尉を飴ぬ他の大学から再入学をし

「いそむ会｣は、昭和26年３月卒業後、第１回総会を後楽園
近くの料亭てﾂRIii大に挙行、クラス主任の関根永滋教授を中心に

50名の参加を得て以来､毎年、東京はじめ各地において、総会
と親善旅行が催され､地方ではとくに現地幹事が全面的にお世
話してくださるので、誠にありがたい限りである。

た年配の人まで10数年の開きがありましたが、皆非常に仲が良

「いそむ会」のアルバムは、在学中に刊行する計画は進めら

く、授業も殆ど本がなく教授の講話を懸命に書き、もれた普紛

れていたが､残念ながら当時の経済的事情なども絡んで実現の

は後でお互いにノートを借りあって補習する状態でした｡昭和

運びには至らなかった。ところが昭和54年､長野県での第29回

25年卒業時は約195名位でしたが、現在まで40数年間毎年クラ

総会で､昭和55年に迎える卒業30周年記念事業の一環として、

ス会を全国各地で開催してまいりました｡私達は55回生で新し

アルバム作成の方金hが決まり、大森直樹君を委員長とし、貝塚

い人生を出発する意味で、日本の原点伊勢神宮の五十鈴川を参

雅信君、佐ｊｉ罰：元君、武石義弘君、田中和樹君、松崎照雄君を

考に会名を付けさせていただきました。

委員、さらに会計を兼ねた委員として飯田外茂男君が選出さ

昭和60年から新しい規則をつくり役員の選出､総会の開催、

れ、記念事業実行委員長坂本優君のもとで､大変な苦労を経

会計及び会費、会員関係の慶弔の件を細かく決めて、現在まで

て、昭和62年１０月16日にｲ罐1のアルバムが発刊された。クラス

運営しております｡全国総会は各地区の会員の皆様のお骨折り

会各位の動向は、このアルバムに集約され､紅顔時代の学生服

で、北は北海道から南は〕Ｍ１､|まで各地区で開催し､10年の節目

姿などと重なりあって、なつかしい限りである。卒業時には、

には東京を中心に開催し、今回の100周年も東京で実施するこ

105名の良き友も、４４年の歳月を経て鬼籍に入られた方は２４

とになっております｡細部を決める会は東京例会とし､新年会、

名。改めて心より冥福をお祈り申し上げます。

地区総会､忘年会等は東京周辺の方々の参集をいただき、色々

逝去会員(敬称略､)|頂不同)熱田恒ﾌに郎､押野衞､北村昭生、

な事業のご了解をいただいております｡入院した場合のお見舞

是永辰寿､中嶋英男､中野年朗､藤江昭､眞砂市三､眞砂義昌、

い､死亡時の弔意金等も会計の中から支出をしており､今回の

松下和夫、松山茂樹、森野俊雄、安原英司、村_上榮一、金指

阪神大震災にも２名の会員の方にお見舞いを差し上げました。

多壽雄､佐藤元､阿比留一肌池井文雄､松崎照雄､三須恭夫、

本部同窓会には副会長に天野恵先生､監事に大山萬夫先生

坪井源之、北村明、下川迪人、中川祐策

が参画ざれ活躍されております。また各地区ではクラス会員が
ご活躍をされておりますことはご同慶の至りです｡然し年を取
ると共に病気で入院される方も増え､亡くなる方の数も増えて

昭和27年卒「千秋会」175名

おりますのてくお互いに健康に留意ざれ楽しい老後を過ごした

三浦美儀記

いと思います。

「千秋｣を国語辞典で引くと、千年〈長い年月～とあります。
千秋楽となると相撲、演劇などの興業の最後の日～とありま

昭和26年卒「し､そむ会」105名
鈴木和男記

す｡つまり旧制専門学校最後の学年という意味をもって命名し
たのだったと記憶しています。

昭和27年に卒業した時に第１回のクラス会を開いてから毎

昭和34年10月､伊豆長岡温泉の八景園で開かれた第９回いそ

年欠かさず総会を開催し､本年をもって44回を数えるに至りま

む会総会で、懸案となっていたクラス会名をつけようという意

した。その間には、北海道から九州までその地に在住する級友

見が持ち上がり、５つ位の候補名が挙げられた｡そこで､56期卒

の世話で､観光を兼ねて総会を開いたこともあり、現在でも隔

業であり、五十六を語呂あわせにして、いそしむ、はげむ、歯

年に東京と地方で行っています｡40回を超えた最近ではさすが

科医として正しい医療につとめ、はげみ、いそしむという意味

に候補地が底をつき、開催場所に苦慮しているのが現状です。

合いで、出席者全員の総意によって「いそむ会」というクラス

同級生みな還暦はとうに過ぎた年齢になりましたが､学生時代

204

にもどった感覚で｢ヤー、オー」と挨拶をかわすのは、年１回
昔にもどれる楽しい時間です。

何年か前までは講師を招いて勉強会を兼ねたことも度々で
した｡講演会を兼ねると出席率が良いこともあり色々企画して
いますが､近年幹事の不勉強のために途絶えているのは申し訳

ないと思っています｡生涯学習の精神だけは失いたくないと考
えますが､級友に村上嘉章さんという精神面での大先達がおら
れます｡時々無理に頼んでその方面の講話を拝聴して心の糧に
しております。

機関誌を「千秋」と名付け、数年に１回の割で発刊し、現在
第８号をつくりました｡我々のクラスは敗戦直後の混乱期に在
学していました。在学中に朝鮮動乱が勃発し、マッカーサーが

解任されたのも同じ時期です。級友は多士済々、私のような平

凡な者もいる代わり、色々な方面で多芸で多才の者もおり、他
に見られない面白いクラス会だと思います。しかし卒業時175

名を数えた人員も次第に減少し、現在138名となりました。

会等の芸術的香りと語呂のよさで、すっかり定着し公民権を得
たようです。水道橋の歴史から数えれば､59期ということにな
りますが､57期の「千秋会」の会名が論議に終止符を打ちまし
た｡当時の総代だった並木､高田､大竹､猪鹿倉が名づけ親です。
次に最近の活動状況について述べてみます。

卒業以来毎年欠かさずクラス会を開催しており昨年で40回
を数えました｡40周年は一つの節目として夫人同伴も多く６０名
以上の参加となり１泊の会としては予想外の盛況でした｡毎回
30名程の常連と10名位の隔年参加のグループの他に数名の浦

島組が顔を見せるのが何よりの楽しみです｡予科時代のクラス
別の活動も盛んで恩師を囲んでの集いもよく行われ､最近では

今年の初夏、生物の沢田允明先生が松山より上京された折､母
校裏の後楽で半世紀の時空を超えた有意義な集いの一刻を過
ごしました。また会員の多くが家庭を持ったころから隔年ごと

に旅行を兼ねて､地方での二期会を開催する様になり海外を含
め家族ぐるみの懇親を続けること+数回｡最近では老夫婦だけ
の会となりました爪，思い出は今も生きております。

昭和28年卒「一期会」８６名
相田英孝記

他に同好の士の集まりもある様ですが中でもゴルフは部員
30名の二期会ゴルフ部として年２回のコンペが連綿と続いて
おり、中心となるのは今でもＨＣ８を維持する本間(正)君と往

年のシングル酒井、金丸の３君五会場は東京ＧＣ、霞、軽井

会名の由来についてということだが､昭和21年､日本ではじめ

沢ＧＣといった名門コースを使っており今年の春は東京Ｇ

ての歯科大学が設立された｡東京歯科大学であった｡予科３年、

Ｃ、また秋は磯子ＣＣの予定です。山陰、関西、中京の遠方か

学部４年計７年制の旧制大学であった｡昭和28年第１回生力埣
業した｡それが､我々であった｡誠に単純であるが大学卒業１期

らも参加しての熱戦が繰り広げられます。

生であったので｡東京歯科大学-期鍵命名した次第である。

して戦後の混乱と窮乏を助け合って乗り越えてきた友情の絆

会の活動については会長１名、副会長２名、理事６名、監事

青春ゆえの美しさ、あるいは恥多き追憶を共有した仲間、そ
は年を経る毎に深まりつつある､それが二期会です｡同窓会100

２名、顧問１名。以上の体制で運営している。毎年１回総会を

周年を待たずに逝かれた松本(哲)､平岡､三井､榎本､小笠原、

開き、１～３年おきに地方に旅行し、友好を深めてきた。近年

桜井､嶋田、永田、矢郷､横須賀､横矢､以上、君の霊に献杯。

夫人同伴を奨励しており、同伴者が士曽i1Uの傾向にある。今年は
戦後50年､来年は我々が市川の予科入学式で出会ってから50年
となるのてく友情50周年を記念して思い出旅行を企画している。

昭和30年卒「婿騏会」９８名
宮島靖･倉橋良彰記

昭和29年卒「二期会」９８名
猪鹿倉兼三記
まず会名の由来についてですが､文字通り、旧制の大学令の

噴は周囲の山を圧して甕える山。蕊は千里の道を一気に走破
する駿馬の意味。

私達は戦後10年たった昭和30年､大学三期生として卒業b当
時私は､やや落ち着きかけた東京を去るのは偲び難かった爪

下に発足した東京歯科大学の第２回卒業ということでⅦ取り敢

病弱の父の頼みで帰郷、そんな折りクラス会名の募集があっ

えず"の命名でしたが、爾来40年余の歳月を経て二紀会、二期

た。いたずら半分で漢和辞典を頼りに考えたのがこの名前ま
２０５

さかの予期に反して採用されて冷や汗､総j画数は48で吉相なる

岡な山海の幸を存分に味わい、古くからの史跡、美術､文化や

も、難しすぎて活字が無く、皆さんに迷惑をかけている。

天然記念物などをゆっくりと鑑賞した｡来年は卒後40周年に当

最近の活動状況についてだ爪本会の特徴は３つある。

たるので久しぶりに東京に戻り、帝国ホテルで７月頃に総会を

ｌ）は会名が難しすぎて通常は活字が無くそのために命名後

行う予定です｡大勢の仲間が集まるような楽しい企画を検討し

正式の表示を恐らく１度もされていないということ。

ています。

２)は会長なるものを置かないということ。これはクラスメイ

四期会は入学以来Ａ、Ｂ、Ｃと３クラス別に授業や実習をう

トには上も下も無い。必要なのは世話役の幹事だけとい

けて卒業したので、そのまま卒業後もそれぞれに会合を開いて

う哲学による。

いるが､今後の課題としては四期会として少しでも多く会を開

３）は今までにあまり会を開いていないということ。

催し、身体の丈夫な間に、なるべく多くの同期生が集まれるよ

３つめの理由は幹事の無精による以外の何物でもない。もっ

うにしたいと思っている。

ともここ３年間は２度も総会を開いたので、蝋驍会らしくなく
なってきている。その理由はクラスメイトの石川、町田の両君

昭和32年卒「五期会」146名

が副学長から学長へ､学監から副学長への就任と３年続きのお
めでたがあったからである。これではやらない訳にはいかない

高橋－高記

というのが最近マメになった理由である。会報にもあまり記事

を書かないのも特徴心これは幹事の無精ゆえの必然｡書く記
事が無い。文才が無い。代わりに誰も書かない。

大学制になってから第５回目の卒業ということから五期会
と命名した私達の会は、昭和32年卒業以来今年で38年になる

最近の活動伏況としては、上記石川学長、町田副学長就任祝

が、クラス会は東京を軸として、全国各地の級友の友情あふれ

いをかねて卒後40周年記念の総会を山本又雄先生ご夫妻をお

る協力により、毎年のように開催されている。特に節目にあた

迎えして、同窓会総会の前日に盛大に開催したことがあげられ

る年には盛大に行われ､多くのクラスメートが参集して旧交を

る。クラスメイトの中には会名の示す如く千里の道をかけめぐ

温めている。

り、天高〈そびえる有名人が多く、それらの活動状況を記載し

その代表的なものを挙げれば､卒業10周年､伊香保温泉金太

始めたら紙面がいくらあっても足りないし、一部を割愛すれ

夫ｂ２０周年、日比谷松本楼｡３０周年、高輪プリンスホテル。ま

ば､`恨まれることにもなるので無情をもって任じる幹事はこの

たそれ以降は平成元年、仙台秋保温泉。２年、東京グランドパ

件に関しては無精を決め込むことにする。

レス。３年秋田､男鹿､十和田湖。４年還暦記念として伊勢神宮
参拝、鳥羽。５年東京、京王プラザホテルｂ６年、横浜ロイヤ
ルパークホテルｂ７年東京、新高輪プリンスホテルで行ってい

昭和31年卒「四期会」105名
太田寛記
私どもの会は卒業後最初の総会において大学課程第４回

生、第４期生の会、四期会として会名を決めた。会長は昭和３１

る。

なお、五期会の級友には全国各地で医政､行政その他諸々の
分野で活躍している人も数多くいるが､歯科大学関係に限って
みると、次の諸兄が挙げられる。

（アイウエオ順）

～昭和52年まで藤村豊君で昭和51年に卒後20周年総会を京

今西孝博松本歯科大学小児歯科学元教授

王プラザホテルで開催した｡昭和53年から氏家英峰君が会長を

上原進日本大学松戸歯学部障害者歯科学教授

引き継ぎ､昭和61年に30周年の総会を高輪プリンスホテルで開

金子芳洋昭和大学歯学部口腔衛生学教授

催した。

高橋一祐東京歯科大学保存修復学教授､水道橋病院長

その後平成元年に岡部、渋谷君のお世話で仙台で､平成３年

には佐藤(貞)、宇佐美君のお世話で横浜で四期会を行った。横

長谷川二郎愛知学院大学歯学部歯科理工学教授、歯学
部長

浜の総会で北村晴彦君が会長に選ばれ､平成５年東京をはなれ

服部孝範愛知学院大学歯学部口腔外科学元教授

山で開催しました｡井上執君の企画により地方色豊かで新鮮

吉木周作昭和大学歯学部口腔病理学教授､歯学部長

206

五期会のクラスメイトはすでに還暦を過ぎているが､各方面

で元気に活躍されており、今後も毎年１回の集いを継続し、会

昭和34年卒「ジーベン会」154名

として一層の充実を計りたいと思っている。

山本啓介記

会名の由来についてまずお話しします｡従来期名を数字に因

昭和33年卒「六喜会」153名

んで決めているので、私達学部七回生も独逸語の７として

「ジーベン会｣にしようという案が出てきました。それならば

瀬田和夫記

「慈悲の精神｣と生涯勉学をモットーとするという考えで､「慈

混迷を極めた戦後も13年を経て､大分落ち着きが見えてきた

勉会」はどうかと確か新聞部ＯＢの神谷昭夫君あたりの発案

昭和33年３月、153名が母校水道橋を巣立った。

大学制度になって６期目の卒業生。当時の主任､長尾喜景教
授、副主任、中久喜喬先生のご指導を得六期に因み両先生

より「喜」の１字をいただき「六喜会」と命名された。めでた
く、分かりやすい会名と一同、大切にしております。

だったらしいが(結局ストレートに「ジーベン会」に決まり、

従来の期名にないカタカナにした様に記憶します｡３５年経った
今日でも由来を尋ねられる人騒がせな会名です。

そんなジーベン会ですカミ昭和28年の４月に市)11菅野の旧校

舎に集まった私達は今年全員が還暦を迎えたことになりま

昭和33年、岸内閣の時代､神武景気、岩戸景気と経済復興も

す。しかし、物故された会員は20名と多く誠に残念なことで

軌道に乗り、街ではロカビリー、カミナリ族が流行し、東京タ

す。心からご冥福をお祈りします。予科から48年になる交遊

ワーの完成、テレビの普及、長嶋選手巨人入団などようやく明

で、会えば初老の風貌なのに一旦談笑すると若かりし昔の顔に

るさが見えてきた。この年母校に大学院が開設され､卒業生の

フォーカスがあうのは不思議なことです｡卒業後一度も再会で

中より１０数名力噺し〈開かれた道へ進んでいった。

きない方もいますカミ会員は全国で夫々活躍しています。大

一方､厚生行政では画期的な国民皆保険制度が36年４月に達

学では神歯大解剖学教授の高橋和人君､同窓会では池田漠理

成され、蓄積していた疫病が一気に吹き出した。当然、医療機

事、田中延佳前学術担当理事、入木博前大阪府議､武村大蔵

関、歯科医の絶体数不足は免れず､社会問題にまで発展した。

大臣夫人、大塚昌助日本歯研社長、栗山純雄ライオン研究所

卒業間もない我々は、即時、医療の最前線に立たされ､今では

長､その他清藤青森県歯会長をはじめ青戸､青野､大友､坂本、

想像もつかぬ診療の日々が続いた。そんな多忙の中、何とか毎

渡辺、水口、村田、椙山、現前、元会長(市、区)諸兄がご

年の様にクラス会､六喜会総会が全国各地で開催され､親交を

活躍です。

温め、時には若さを発揮し過ぎ今では笑い話!懐かしい武勇伝
となっている。

予科の旧友の一人で医歯大に進学した小森君が病理学教授

として徳島大学に栄転したのに早逝したのは今でも残念に思

還暦を過ぎた昨今では、教育、研究の第一人者として、また

います｡国立ガンセンターの頸頭科医長だった鷲津君が癌で倒

医療行政､各地で会務運営の指導者として、地域医療に全力投

れ他界してから久しい。ひときわ優秀な級友が人生を駆け抜け

球をしてる人等､極めて多種多様な活躍を耳にする時、ご苦労

てしまったのは`惜しまれる。殊にジーベン会東京大会の幹事長

様、頑張ってくださいと祈らずにはいられない。

山岸昭平君の突然の他界はホテルの予約までして楽しみにし

今後も毎年どこかの地で六喜会を持ちたいと願っておりま

ていたのに悲しいことです｡岡山の名物男・福島範明前市歯会

す｡是非､時間をとってご出席ください｡現在会員は133名とな

長も惜しまれる一人です｡亡くなられた方々のご遺族とコンタ

りました。同窓会の発展と六喜会皆様のご健勝を心より祈念し

クトがとれる様に親しかった級友の方々のご協力をお願いし

てやみません。

ます。

207

にした｡(数ある同窓会の中でも、もう１つ同じような期がある
昭和35年卒「八紫会」148名

と聞いている｡）

従って自分の前後の顔は６年間変わらず、親密度を増して

菊池豊記

いった。その為か、あるいは進学課程の生活力鮮烈な印象とし

昭和35年３月､私達が水道橋の平土間のホールで卒業式をし

て残っているのかは不明だか、いまだにＡ、Ｂ、Ｃとしてまと

たときは148名の仲間がいた｡そして今は137名が名簿にその名

まり、旅行もゴルフも常に20名位の参加でそれぞれが毎年行っ

を連ねている｡11人がもう既に旅立っている。

ている。現在では２年に１度総会を東京で開いている爪ある

八紫会という名前はだれの発案だったのか､私の記憶では定
かではない。しかしいい名前だと思っている。八は大学の八期

の数である。紫のひとつの意味は学問の色。かつてギリシャ時

時期には久喜会の旅行を隔年で行っていたので、年２回の旅行
をしたこともあった。

昭和36年に卒業した九期を久喜として会の名を決め､評議員

代に法学者は緑の衣をまとい､医学者は赤をまとったという。

と代表幹事に伊藤博夫君を選出し15年位お願いした｡その間１０

歯科はそれにちなんで､「はと羽紫｣をその学問の色として選ん

周年記念をニューオータニで70名位の参加を得て盛大に行っ

だのだと聞いた。

た。１５周年の昭和52年11月の総会では当時､東京都歯科医師会

二つめの理由は紫という色は青と赤という色の混色であ

の理事であった岡英男君が代表幹事に選出され､12名の理事

る。青は理性を表し、赤は情熱を表す。その二つ力輝然一体と

を指名選出し､以後平成３年まで14年間に亘り久喜会をお願い

なったのが、我らの八紫会というわけである。

した。その間20周年記念には専課の松井教授、進課の秋山、

活動は一年に数回の幹事会､一度の総会を行っている。今年

中山両教授を招きニューオータニで54名が盛大にお祝いをし

で35回を数えるわけて、過去ただ１回の中止だけで今日までよ

た｡大学力稲毛に移ったこともあり記念として立派な置時計も

くぞ続けられたと思っている｡会員諸君の誠意と友情の賜物で

寄付した｡３０周年記念もニューオータニで懐かしい進学課程の

ある。原則的に隔年に東京をおき、その間に地方の会員にお世

先生方と楽しい一日を過ごし､平成３年の11月の総会では、３

話いただき、なるべく毎回違う地域で行い、その周辺の会員が

代目の代表幹事に田中耕成君を選出し幹事も一新し､会をお願

出席しやすい様に計画している。

いすることにした。

また､来年は全員が還暦を迎えるのを記念して､奥様同伴で

卒後34年を経て、本校教授に重松知寛君､黒柳錦也君､一色
泰成君、他校に佐々木次郎君、篠田登君（元)、綿貫健君

ヨーロッパ旅行をしようと思っている。

（元)､その他多数の友人が各方面で活躍中である｡残念ながら

会員諸君の八の末広がりを祈るや切である。

９名の逝去会員がいるものの､136名の久喜会はますます元気
にそれぞれの地で、それぞれの場で中心的存在となり、会を

昭和36年卒「久喜会」145名
川又正義記

リードし､家庭にあっては孫に囲まれ？還暦を迎える若者揃い
である。更なる大きな健闘を祈る。

現在大学は６年間の一貫教育(１年～６年生）が普通である

が､我々は最初の２年間が市川で進学課程(１年生、２年生)と
して､次の４年間は水道i喬で専門課程(１年生～４年生)とに分
かれていた。進学課程ではＡ、Ｂ、Ｃの３組に分かれ、殆どの

昭和37年卒「十期会」137名
安藤三男記

期がそうであるように専門課程に移る際に、３組をばらばらに

母校を昭和37年に卒業した我がクラス137名は、クラス会名

してアイウエオ順に並べ換えて以後の４年間は学習と実習に

を十期会と致しました。その名の由来は母校が大学になってか

明け暮れた｡従って卒業してからは何の支障もなく－つにまと

ら、丁度10回目の卒業生にあたるからであります。私たち十

まって旅行やら同期会を開いている。

期会は､毎年総会を全国各地の級友の持ち回り幹事で行ってお

久喜会はどのような理由からそうされたのか分からない

ります｡本年は同窓会100周年の前夜祭として､千葉県浦安の東

カミＡ、Ｂ、Ｃをばらばらにせずそのままの形で１から145まで

京ベイヒルトンホテルで総勢62名が参加して開催されました。
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例年は観光等多彩な催物を予定しますが、本年は同窓会100周
年式典に出席できるよう、観光は中止しました。私が小坂会長
の後に十期会をお預かりしてから、札幌の札幌パークホテル、
昨年は新潟の行形亭､更にその前は卒業30周年を記念して、東

京の京王プラザホテルで総会を開き、その記念式典には６年間
の担任の先生方をご招待し、さらに30周年記念誌の十期会便
り、会員名簿を発行しました。記念誌には往復ハガキに気軽に
書ける酉艫をし、近況報告や学生時代の想い出、歯科医療問題
等を書いてもらい､又総会出席者のスナップ写真も掲載しまし
た。還暦を間近にした級友の意見の大部分は、子育てが完了し

た今､自分の健康と老後を如何に有意義に過ごすかという事で
した。

ところで十期会として誇れることは、クラスを担任いただい

た金竹哲也先生と関根弘先生が学長になられた事また級友
からは母校に溝上、野間、高江洲、片桐の４教授、他歯科大に

若月（昭和医大歯学部）酒泉（東海大医学部）の２教授を輩出
している事です､各氏の中から将来学長になられる方がおられ

れは大変、怠慢なことであると強く反省しました。取り敢え

ず、在京幹事を決め、者阯で会を開催いたしましたの爪今か
ら14年前のことであったと記憶いたしております。

しかし、あまりのご無沙汰のため、通信費もなく在京幹事の

持ち寄りで基金を集め開催することになりました｡再生クラス

会は、本校が水道橋より稲毛へ移転しました頃で、是非とも見
学したいとの声が多く、また進学課程の古き学び舎を訪ねたい
との声もあり、都内発、市川病院、進学課程校舎、稲毛病院の

コースを設定しました。幸い久々であったため、多数の参加を

得ることができました。そこで集まった会費より在京幹事の立
て替え分を清算することが出来ましたが、一夜にして消えうせ
てしまいました。また、地方でも開催したいとの希望もあり、
その後は東京大会を間にして、宇和島北海道､新潟、長野の

地方大会を催し、楽しいクラス会を開いております。毎年参加
者も増え、他の学年に負けず友好を温めております。

ますことを期待しています。

私たち十期会のモットーは「皆仲良く元気良〈」で、気軽に
参加できて語り合える楽しいクラス会、という事です。今後も
健康に留意して全国各地を訪れ､旧交を温め続けたいと願って
います｡級友の方々に十期会のメンバーである事を幸せだと感
じていただければ､望外の喜びです。次期は皆葉新会長に決定
し、次の総会は名古屋が予定されております。

昭和38年卒「歯士会」126名
阿左見孝記

昭和39年卒「十二期会」128名
丹野研記

「十二期会」とはいかにも地味ではある爪新制大学が発足
して12番目の卒業生という意を込めて名付けられた。

この命名には、単純すぎる〃という批判も多々あったように

思う。しかし、卒業後、私達の目指す、歯科医療の世界は、研

鑛と臨床に明け暮れる日々である。奇しくも、１２か月（１年）
の名称を冠することになり、研鑛の年月を積み重ねて今日に
至っている。

会員の中には､大学教授としてご活躍の金子譲君､吉沢信夫
君、同窓会は福島直君､木下正道君､卒後研修では、谷光明

我々歯士会は昭和38年の卒業時で126名でありました。現在
の人数は118名となり、８名の方力他界されております。

君､池田正一君など､各地区夫々数多い優秀な人材を輩出｡会と

我々の会名の由来は､昭和28年より大学制度になって１１期卒
業となりますので、その｢十一」を振って、「士」としました。

次に最近の活動状況についてだｶﾐ卒業年の昭和39年11月、

それは卒業生一同が今後､武士道の精神をもって、それぞれが
活躍されることを願って命名したものです。

卒業後、まだ独身者の多い頃は２～３年に１度クラス会を開
催いたしておりました萩それぞれが全国にｿﾞ識|Iしたり、また
結婚などでいつの間にか集まることも無くなり、10数年が経っ
てしまいました。偶々、私が評議員を勤めておりましたとこ

ろ、前後するクラス委員より頻繁に会を催していると聞き、こ

しての活動も他のクラスに負けず劣らず活発に行っている。

赤坂の金剛飯店で、第１回のクラス会を開催して以来毎年欠
かさず例会を行い今日に至っている。本拠地東京で開催した翌
年は他地区で開催、このパターンを繰り返し、研鐺を重ねると

共に会員同士、家族ぐるみで親交を深めてきた。

また卒業30周年記念大会はねぶた祭りで有名な青森市で開
催し､会員一同住吉辰郎君ご夫妻に大いなるおもてなしを受け
た。昨年の例会は新潟市で開催し、研究会の後は佐藤昭雄君、
大平幸民君、河内隆男君の３名が､佐渡島紀行の案内役をつと
２０９

籍を得て旅立っていった｡平成７年５月９日住井君の旅立ちを

めるなどして、会を盛り上げてくれた。

特に同窓会100周年の本年は、東京高輪の新高輪プリスホテ

ルで盛大に開催｡酒井福宣委員長を中心に31名の東京出身者が

祝って､血気盛んであった青年を育んでくれた水道橋の建物を
目にしながら、有志会員が集まって、お互いを励ましあった。

念入りな打ち合わせを何度も行い､大会第１日目は川嶋勲君

学問の場には、他に小林博君（市川総合病院オーラルメ

の努力でゴルフ大会(戸塚CC)を予定。第２日目は、金井貞夫

ディシン講座)、後藤潤君(東海大学口腔外科学教室)、鈴木

君がレインボーブリッジと東京周遊バスツアーを企画し、夕刻

隆(生理学講座）がいる。

には翌日の11月19日（日）の100周年大会前夜祭としてホテル

2Fに特設した飛鳥の間で総会、研修会及び懇親会を盛大に開

昭和41年卒「踏志会」146名

催する計画を立て、実行の準備を着々と進めている。

この様に、十二期会はその名の如く、１年の絆を深めつつ明

日の歯科医療を支える担い手となるべく、一人一人が鋭意､努
力しているのである。

藍原繁樹記
踏志会とはとうし会と呼称し、学部14回卒の「14｣のとうし
と「東歯」のとうしのゴロを合わせ、ならびに先生方の教えを

昭和40年卒「富巳会」141名
鈴木隆記

昭和40年卒業生（第十三期生）である私達のクラス会名は
「冨巳（とみ）会」である。この名称は当時口腔外科学第一講
座羊任であった大井清教授（同級生大井基道君の父君）に命

名をお願いしていただいたものである。第十三期生は、十二支
の巳年の卒業生であることと、十三をトミと読み、クラス会が
豊かな会になることを祈念して「富巳会」という名称を与えた
と聞いている。

卒業時、「富巳会｣は、２人の中国人留学生(楊恒鎬君、可
鎮光君)を含め。男性124名、女性１７名の141名の会員から構

「踏｣襲い志｣して行くと言う意味と、同時に自分達の｢志」
を「踏」み固め進んでいこうという意味を込めて命名した。
昭和41年に卒業6その年の11月に第１回の踏志会を開催｡以
来毎年１回クラス会を開いている。当番として東京ならびに周
辺の県と地方の県の人が交互に幹事役となり、泊まりがけで

行っている｡地方の時には30～40名､東京近郊の時には70～８０

名(家族を含めると100名を超すことも）ぐらいが集まり、学生

時代に戻って懇親を深めている。近年は夫婦同伴で出席する者
が増えてきている。最近５年間の踏志会開催状況は下記の如く
である。

年度開催地会場主催来賓
平成２年10月東京湾ヴァンテアン号東京平井満喜男先生

成された。現在石田利宏、江川興吾、大泉栄、北川宗信、

３年10月高松ホテル)''六香川､愛媛

田向純一郎、戸内宏、中川修一、福田道正、赤堀信一、石田

４年９月日光金谷ホテル

雅保、高橋生行、白須賀英樹(敬称略、物故者12名）を失って

５年７月函館湯の川観光ホテル北海道

おり､会員数は129名である。しかしながら、全会員はすこぶる

６年９月横浜聰珍楼神奈川高橋和人、

栃木平井満喜男先生

浜野文夫先生

元気で活躍中である。

「富巳会｣総会はこれまで全国各地で、３年に１度懇親会を

また東京近郊在住会員が多いため踏志会東京支部会を設

兼ねて開催され、親睦を深めてきた。最近では、広島、金沢と
続き本年は同窓会100周年を迎えるにあたり、東京渋谷区で３０

け、この10年来、４０数回の開催を数えている。専門である歯科
の問題から趣味の事柄まで種々の情報交換が行われ､かつ会員

周年記念総会開催を予定している｡｢富已会｣のこれまでの活発

相互の親睦を深めるのに役立っている。

な活動は、会発足当時から会長を務めてきた住井俊夫君(理工

年会費制は採用していないが､必要に応じて会費を徴収し、

学講座主任教授、平成７年５月まで)に支えられるところが大

総会開催等の事業援助､数年おきに発刊する名簿等の製作費用

きかった。

に活用している。今年度は、卒業時に発刊した記念誌｢楊柳」

住井君は、研究者としての信念を貫き、母校を辞して助教授
時代の留学先であったオーストラリア、シドニー大学歯学部に
２１０

の第２号として、卒業30周年記念誌｢踏志会30年のあゆみ」を
今年度中の発刊を目指して現在鋭意編纂中である。

昭和42年卒「志学会」145名

昭和43年卒「晃和会」148名

中川勝洋記

岸正孝記

会名の由来から話をすすめる。２８年前､昭和42年は高度成長

昭和43年卒業(学部16期生）はクラス会の名を「晃和会」と

期の真っ只中にあり、所得倍増による生活の豊かさを国民が実

称している｡卒業の時点での人数は148名であったが､現在まで

感しつつある時代であった。歯科界も差額時代の入口にあり、

に７名の物故者があり、現在では141名の会員である。

経済的な豊かさと共に、アメリカからの新しい知識､技術が流

「晃和会｣の名称の由来としては、当時クラス会の代表であっ

れ込み始めていた。判交教育にはなかった新しい情報に接し、

た天馬嘉明君が副学長の大井清教授に、クラス会名の命名を

内外に対するアンテナの大切さを感じていた。いくつになって

お願いしたとのことである。命名の趣旨については、晃が｢光

も新しいものに興味を持ち、チャレンジする気持ちを持ち続け

りが周囲に広がること｣和が｢和やかなこと｣の意味から、個々

ようという意味で「学を志す」「志学会」とした。

の会員が光り煙き、しかも、和やかなクラス会となるようにと

最近の活動状況は以下の通りである。

２年に１度の総会を東京と地方との交互開催を原則として
いる。

のことと推測している。

最近の10年間については、「晃和会｣の総会および懇親会が、
隔年ごとに、また東京と地方都市とを交互に、定期的に開催さ

昭和51年箱根再開第１回

れており、毎回80名前後の参加者を得ている。会員の年齢もす

昭和52年横浜卒業10周年記念

でに50歳を超えているため、歯科医師会における役務や､地域

昭和54年北海道

活動の指導者として大変多忙な生活を送っているので、クラス

昭和56年前橋

会での級友との再会の喜びが一段と大きなものとなってお

昭和58年名古屋

り、今後もこの状態が続くと思われる。

昭和60年長崎

昭和62年東京卒業20局記念

平成７年は､同窓会創立100周年記念の年であるので、定例を

１年繰り下げて、100周年記念に合わせて東京で｢晃和会｣の総

平成１年神戸

会および懇親会を開催し、２年後の会より、また旧来の開催方

平成２年東京東京歯科大学100周年

法に戻ることになるが､地方都市でのクラス会開催には、担当

平成４年山形

の幹事の並み大抵ではない苦労を伴っているので、クラス会の

平成６年広島

開催方法について充分な協議を進める必要があると考えてい

平成７年東京同窓会100周年

る。

（平成９年）（北海道予定）（卒業30周年記念）

卒業後３年間は毎年開催していたが､移動が激しく参加者が
減少したため６年間中断､卒業10周年を迎える前年の昭和51年

昭和44年卒「福祉会」145名

より総会を再開した。国に帰ったもの、開業したものもいろい

庸田克巨記

ろな意味で安定したせいか100有余名が参加、それ以降の大筋
が決められた｡各地方幹事の方々の尽力により全国に渡って開

会名の由来は、奉仕の精神を以て、国民の健康と福祉に貢献

催して行く事ができている。最近は夫婦そろっての参加が増え

する歯科医師をめざしたいという気持ちから福祉会と命名し

てきて、婦人達の交流も活発のようだ。

ました。

会員の把握は幸い全員できているカミ横の連絡を密にするた

活動状況については、昭和44年卒の福祉会は卒業以来､毎年

めに連絡網の再構築を行っている｡卒業20周年には1口コメン

クラス会を開催いたしております.クラス会の開催地は全国７

トと近況をお願いし、記念誌を作成した。２年後に迎える30周

つのブロックに分けて､各地区が交代で幹事を引き受けその地

年は北海道幹事で盛大に祝いたいと思っている。

区の郷土色に溢れた会を催しており、毎年、沢山の会員と同伴
２１１

家族の参集を得ております。また卒業から、５年目、１０年目、

さて最近の活動状況だが、卒業とともに診療所への勤務９３

15年目、２０年目、２５年目などの年には東京で開催しておりま

名､母校の教室へ入局した者37名､他大学の医局に21名と全国

す。我々のクラス主任の石川達也教授(現学長）には、毎年の

各地に散った。歯科界の各分野での活躍を決意し、将来を夢見

ごとく福祉会の開催にご出席いただき、学生時代を振り返りつ

た我々も４～５年は歯科医師としての研鐺に追われる毎日で

つご鞭燵と親交を温めております。

あった。そんな中で、卒業後わずか２年の間に川崎武文君(山

卒業30年の節目を間近に迎え、ここ数年の間に母校へ進学し

での遭難)、榎本昌憲君(海難事故)、吉川比呂志君(交通事故）

た会員の子弟も50数名を数える程になりました｡着実に二世の

と３人のクラスメートを失ったことは大きなショックであった。

後輩も増え、親子二代で診療を行うようになるのも、もうじき

第１回飛翔会は卒業２年目に赤坂プリンスホテルで行い､８３

名が出席、大いに盛り上がったことを記憶している。その後は

のことでしょう。

壮年にいたって、会員一同、益々意気盛んに会の発展を目指

しばらくクラス会も開催されなかったが、昭和53年池袋サン
シャイン60､昭和55年サンシャインシティ・プリンスホテルで

しております。

開催された。結婚､開業などとほぼ生活基盤力塑った卒後10年
も過ぎるころになると、クラス会も２年に－度を望む声が強く

なり、その後は昭和59年鴨川グランドホテル､昭和62年高輪プ

昭和45年卒「ひとは会」152名
平野義和記
「ひとは会」その会の名の由来は、第１案、１８期の「いち」

リンスホテル､平成元年鬼怒川ホテルニューさくら、平成３年

霞ヶ関ビル東海大校友会館(飛翔会20周年記念)､平成６年横浜
華正楼と２～３年毎に開催されてきた。

平成８年には25周年記念飛翔会の開催が予定されている｡現

と「はち」で「ひとは会」とするか。第２案、この年大阪にて

在では母校に勤務している者も３名と少なくなっており、今後

万博が開催されたので｢万博会」とするか。この２案を多数決

は学外の会員の皆さんに積極的に幹事になっていただき、全国

にて採決ｂその結果一票差にて決定された。卒業時の会員数は

各地でのクラス会の開催が望まれます。

152名で、現在の会員数は148名である。

「ひとは会｣の集まりは、ここ何年間は2年に一度の割合で行

昭和47年卒「七＋七期会」184名

われている。毎回60名以上の会員の出席があり、最近では奥様
や子供を同伴する方も多く見られるようになった｡次回は平成

中山友春記

８年１１月頃に久しぶりに東京を離れ、沖縄にて開く予定であ

私たちのクラス会名は｢77期会｣と称し、これは同窓会100周

る。多くの方々の出席をお待ちしております。

年となり100回目の卒業生も出ることになると思いますが、そ
の中の77回目の昭和47年に卒業したことに由来するもので

昭和46年卒「飛翔会」151名
角田正鯉記
会名の由来について記してみる。我々昭和46年卒は、剰瑞１１大

す｡人数は卒業時184名で始まりましたが､残念なことに現在ま

で１名欠けました。しかしながら、同期以外から私たちの会に
入会希望の学友が２名おりまして、総勢185名で運営しており
ます。

学19期であり通算76期にあたる｡従来のクラス会名は卒業何期

最近の活動で特に目立ったものは､卒業20年を迎え、平成４

という数字に因んだ名称が圧倒的に多く見受けられた｡卒業間

年に卒業20周年記念誌を刊行したことです｡人数が多いため苦

際にクラス委員の数名で協議したが妙案は浮かばず､命名に苦

労はありましたが､幸いにも全同期生の協力を得ることができ、

労されたと聞く。まず決定されたことは、卒業期の数字に拘ら

数百万円というお金がかかりましたが､それまでに積み立てた

ないことであった。クラス全員の飛躍を願うとともに、歯科界

基金を元にして記念誌代を集めることもなく発刊できたこと

を自由に飛びかけようという意味を持たせて「飛翔会」と決定

は自負できることだと思っております。

した。
２１２

また､先の阪神大震災では同期生４名がかなりの被害を受け、

私たち77期会も支援のため学友に協力を呼びかけ､ほとんどの

援金が集まった。

会員より多大な協力を受けて､被災者の友人たちに対して支援

これからの課題としては、１．クラス会費の徴収に関する問

ができました。物的損害はあったものの、４名全員元気に復帰

題２．日本全国を各ブロック毎に分け､その地区の支部長を決

しており、不幸中とはいえ安堵しております。

定し､地方でも度々開催するようにしたい事３.連絡先不明の

私たちの同期会は２年に１度開催しており、４年毎に東京
で、その間を東京以外で開催することにしております。５年前

会員がいるので､名簿作りの整備を行うと同時に、会員の慶弔
の際の連絡網も整備していく事などを考えている。

からこの方法をとっており、５年前初めて東京を出て名古屋で

開催し、昨年は札幌での開催をいたしました。３年前には、先
にも述べましたが卒業20周年記念として稲毛の大学校舎にお

昭和49年卒「七十九期会」154名

いて内輪の講演会を開催し、本学や他校の教授､助教授陣の活

佐藤春海記

躍ぶりを示しました。

なお本学には77期会同期会のうち､解剖学・井出教授､保存

私たちのクラス会は平成６年に卒業20年を記念し､約80名の

学･山田教授、口腔外科学・齋藤助教授､市川病院歯科・黒田

参加を得て盛大に開催することができました。同時に久保四郎

講師の４名が活躍しております。

君のご努力により、｢卒業20周年記念誌｣を発刊することができ
ました。次回は平成８年頃、愛知において開催を予定しており

ますので、多数の参加を希望しております。

昭和48年卒「シチヤ会」165名
山内幸司記
まず会名の由来と言う事であるが、どの時の卒業時にも、国

また平成４年より年会費として5,000円を徴収する事とし、
クラス会の開催などを中心に､会員相互の情報交換など積極的
に行っていきたいと思っております｡最後に阪神大震災のお見

舞金へのご協力、大変ありがとうございました。

家試験を控え、会名の事で、まじめに知恵をしぼってくれる者
もなく、単純に78期会卒業なので〈数字の語呂合わせのごとく

｢シチヤ｣と読ませることにした。付けた当初、誰も苦情を言わ

昭和50年卒「八輪会」175名

ず､また､反対する者もいないので､このままで来てしまった。

児玉重明記

ところカミクラス会を開催するために、席の予約を申し込む

折、たいがい質屋の会かと問われる。その都度誤解されるが、
他に名案もなく、現在に至っている。

入輪会の名の由来は､創立以来第80期生であることによりま

す。数字の80を分解し、８は「八」に、０は「わ」と読める漢

次に最近の活動状況についてだが､卒業して７年間は、はっ

字の中から輪を当てました。それは高輪で謝恩会をし、そこか

きりした幹事メンバーが決まっておらず、学生時代に仲の良

ら歯科医として全国に出発していったことによります。この名

かった数名が中心になり、３回（東京１回、地方２回）程クラ

前は初代会長の佐藤英世君のお父君、故佐藤武正先生(昭和１２

ス会を開催した。しかし、４回目の１０周年記念(京王プラザホ

年卒蜂和会)の命名によると聞いています。蜂和という字も読

テル）を開催するにあたり、会長、副会長、会計、書記、幹事

み方によっては｢はちわ｣とも読めます。これも何かの縁でしょ

を構成し、総会にて承認された。５回目、１５周年記念(パレス

うか。

サイドホテル)６回目、２０周年記念(如水会館)。毎回、約80名

同期会は２年に１度の割合で開催しています｡東京とそれ以

前後の会員（会員の約半数）の出席を得ている。２０周年開催の

外の場所で交互に行うことにしていますが､若いうちはなるべ

折には、各大学において、現在活躍している会員（６名）に、

く遠方で行う方針で、また節目の年には、名前の由来となって

講演を依頼し、盛会に終わった。以上のごとく、５年に１度の

いる東京高輪プリンスホテルで開催する様にしています。

開催を行っているのだが、その折、有志会員によるゴルフコン

我々80期生の入試時(昭和44年)は学園紛争の最盛期で、東

ペも行っている。また、過日の阪神大震災の折、被害に遭われ

大入試が中止になった年で､東歯大もその影響で出願時の倍率

た３人の先生方に、会員（99名）の方々より､総額165万円の義

は２ケタとなり、この時の記録はまだ破られていないと思いま
２１３

す｡ですから個性豊かで優秀な人材の多い学年であると自負し

と並行してクラス会の共済事業規定の充実を検討している。寂

ています｡その中で同期の川口充君が本学の薬理学教室の主

しいことであるが、中西秀男君と安藤雅志君が逝去された。何

任教授となったことは、誠に喜ばしい限りで、八輪会の誇りで

の規定もないままに世間の常識に沿って弔意を表した爪失礼

もあります。そして各地区の歯科医師会において、理事､専務

がなかったとは言えない｡葬儀に花輪を供えるためのクラス会

理事などの要職についている諸君たちも出始めており、色々な

ではないが､私たちの年を考えるとある程度の規定を整備し、

方面での活躍が期待される年齢となっているところです。さら

そのための基金も充実させなければならないと現在協議して

に、今年(平成7年)初めて、同期生の子弟が本学に入学しまし

いる。

た。これからも続々と、母校入学を目指す子弟がいることで

２０周年の記念クラス会を期に毎年の開催を計画している｡今

までは東京かその近郊であったカミだんだんと地方開催を多く

しょう。

先般の阪神・淡路大震災においては､数名の被災者がでまし

して、ゆっくりとしたクラス会を開きたいものである。

た。八輪会ではすぐに義援金を送りました。一日も早い復興を

願っております。また大変に残念なことに２名の同期生が病に

蕊れ還らぬ人となっております。皆の健康を祈ってやみませ

昭和52年卒「八＋二期会」151名

ん。我々八輪会一同は、東京歯科大学同窓会の一員としてその

米津卓郎記

伝統に恥じない様、日々の研讃に励む所存であります。諸先輩

我々のクラスは､昭和52年３月に水道橋の学舎を巣立った。

方のご指導ご鞭燵をよろしくお願い致します。

卒業者数は151名である｡会名は82期の学生であったことから、

現在まで｢八十二期会」と呼称している。しかしながら、他の

昭和51年卒「正和会」160名
河田英司記
会名の由来についてだが､本会は卒業以来八十一期会として

同期会のように由緒あるクラス会名をという要望もあり、クラ
ス会総会ごとにその議題が提出されている。本年も同窓会の

１００周年記念にあわせてクラス会が開催されるが、新たな会名
が命名されるであろうか。

活動してきたが､卒業１０周年記念クラス会以来会名を付けよう

八十二期会は現在まで、３年毎にクラス会を実施するとの申

という動きが出てきた。語呂合わせ､卒業当時の出来事などを

し合わせのもと、卒業後５回のクラス会を行ってきた。開催担

考慮したが適当な会名がないまま何年かを過ごしてきた｡平成

当は、全国の各支部の持ち回りであり、現在まで東京(大学支

３年に開催されたクラス会の時(熱湖、在学時代に学年主任と

部)、仙台(北海道、東北支部)、鹿児島(九州支部)、浦安(東

してお世話になった鈴木和男先生､瀬端正之先生の名前をいた

京支部)、そして岐阜(中部支部)で開催した。本年は関東支部

だき、昭和の年号から平成に変わっており、昭和(正和）時代

の担当で、千葉校舎での総会および学友による講演会と幕張

に学生時代を過ごした記念にもなると正和会とした。

メッセのホテルでの懇親会が予定されている。毎回のクラス会

最近の活動状況については､卒業以来２～３年毎にクラス会

では、学生時代に戻って親交を深めているが､夫婦同伴の出席

を開くことを目標にしてきた爪ちょうど地域でも忙しい立場

も多く、子供の進学問題に花が咲く昨今である。今年の会合で

になり、ここ数年滞りがちであった｡この同窓会創立100周年の

は、そろそろ母校受験の話題も出始める頃であろうか。

記念式典に合わせクラス全員の集まる会を計画していたが､会

我々が卒業してからの18年間をみると､我が国は激動の時代

名の由来である両先生も定年を迎えられ､お世話になったお礼

であった。経済面では、バブルの絶頂期から低迷期、そして安

を早く開けとの声が多く、突然であったが先生方を囲む会を本

定期へと変化している。従って、歯科界も腰を据えた長期的な

年７月に開催した。多くのクラスメイトが集まり、また先生に

展望が必要となっている。ところで、我々クラスメートも全

記念品をと多くの寄付が寄せられた。

て、「Overthehill」を迎え、がむしゃらに前進する時期を過

正和会も来年で20周年を迎える｡卒業20周年記念クラス会を

ぎ､過去を振り返るとともに現在を楽しむ余裕ができる年齢と

盛大に行うために、準備会を設け、日程、開催場所等、できる

なった。そして、間もなく卒業20周年の節目の年を迎えること

限り多くの人が集まってもらえるよう検討中である。またこれ

になる。従って、今年の総会では会員相互のより一層の親睦を

２１４

深め､情報交換を密にする方策などの提案がなされるものと思

ら８と４でヤとヨ、「弥生会だ｣と語呂合わせですぐに決まった

われる。

のでした。卒業したのも弥生３月、弥生会だと「84期が一番い

最後に､本会では志半ばにして幽明境を異にしてしまった学
友が３名いる。亡き級友の冥福を祈って合掌６

い」という意味もあるなどおこがましくも思っております。何
となく風情もあるこの名前､皆様も素敵な名前だとお思いにな
りませんか…？

同窓会創立100周年に際し､この頃思う事があります｡私ども

昭和53年卒「八実会」154名
蛯谷剛文記

84期生は、在学中に大学の稲三E校舎移転に際し、箭重委員会を
設立して新しいキャンパスに対しての意見や要望をまとめる

という活動を学生会として行いましたカミ千葉校舎の立派な建

会名の由来についてお話しします｡卒業間近に同級生全員に

物を見る度に、千葉歯科大学なんだナァと思ってしまうので

公募しました結果､多数の応募の中から有泉君他数名より提案

す。そこで結論｢私共は錯覚していた｣。東京歯科大学の水道|喬

のあった「八実会」に決定いたしました。これは「同級生が四

校舎からの全面的な移転には、断固として異議を唱え、反対す

方八方に散り散りに離れていっても、それぞれ実をならせよ

るべきであった。こう思うのは私だけでありましょうか？そ

う｡」という思いを83期卒になぞらえて付けたものです。

れとも年を経てオジさんになった証しなのでしょうか？

「八実会」の活動状況ですが、卒業後ほぼ２年に１回の総会

いずれにせよ、血脇イズムの原点を忘れることなく、歯科の

を行い、第８回総会まで行いました｡総会には毎回40～50人の

リーダーとして東京歯科大学同窓会のさらなる飛躍と輝ける

同級生が集まり、特に、前回は60数名も集まり盛大に催されま

明日のために、微力ながらも弥生会の皆様､頑張ろうではあり

した。またこれらの会には元主任淺井教授、元副主任藥師寺教

ませんか…｡ちょっとオーバーですか？それにしても学生の頃

授、岸教授､伊藤助教授の先生方も必ず出席していただいてい

とは世の中随分と変わったものです。

ます｡卒後１０周年には会員名簿記念文集などを作成いたしま
した。今度は20周年に向けて記念イベントを企画中です。
総会の行われない年には、八実会学術部が講習会例会を催し

弥生会も昭和54年の卒業以来１７年の時がたち、会員諸兄姉
もすっかりオジン、オバンとして日夜研讃を重ねております。
この１７年間､東京において４回､千葉と静岡で各１回の集まり

ています。今までにお呼びした主な講師の先生方は微生物の

を催しました。本来なれば、平成７年度に総会を開催する予定

高添名誉教授､総義歯の故河邊清治先生､小児歯科の藥師寺教

でありましたが、デフレ経済の下、不況感の漂う世相でござい

授､保存の伊藤助教授ほか、また異色として学習院大学フラン

ますので、活動休止状態を決め込んでおります。会務として

ス文学の篠沢教授に10周年記念の時に特別講演をお願いしま

も、会報の発行をはじめ､やらねばならぬ事も多々ございます

した｡最近では同級生の中にそれぞれの方面で業績を積み重ね

が､会計基盤の確立を含め、皆様のご協力のもとに、近日中に

活躍中の人も多くなってきましたので、講演をお願いしていま

復活いたしたいと思っておりますので何卒お許しください｡弥

す。この例会は日本歯科医師会の生涯研I参の認定も受けていま

生会の皆様のご発展をお祈りいたします。

す。

他に同級生の中には｢70番台の会」「Ｃ班ゴルフの会｣とか、
卒後1年で急逝した岩本君を偲び命日に墓参りに集まる「岩本
会」など、いまだに頻繁に旧交を温めあっています。

昭和55年卒「翔蜻会」163名
村山和之記
会名の由来についてですが、卒業時に卒業準備委員会（その

昭和54年卒「弥生会」170名
川口浩史記
卒業時にクラス会としての名称を卒業準備委員会の皆様が
いろいろ検討されました｡私の記憶力確かなら84期生であるか

中の謝恩会委員会)で、クラス全員からクラス会名を募集した
ところ、８５期卒業の85を｢やご｣にもじって、「蜻｣がはばたい
て大空へ飛び立って行く様をイメージして、延いては、我々は

まだ卒業時には歯科医師の卵だが､やがては歯科界を担う立派
な歯科医師になってみせるぞ！という意気込みを含めた上で
２１５

「翔蜻会」という名を応募した人がおり大変すばらしい名前だ
ということでこれに決定しました。今でも役員一同、この名前

開いた(同窓会報263号掲載)。また平成５年には、TDCビルを
会場として開催した（同277号掲載)。

「水公会同窓会」は総会、懇親会、セミナーの３部構成をと

には愛着を感じております。

クラス会(総会）そのものは２年1度開催しているカミ幹事

る。セミナーは勉強会のようなものだが､和気蒻々な雰囲気を

会は毎年２～３回行っており、前回のクラス会の反省そして次

求めている。演者は主にクラス会員の中から選ぶが、テーマに

回のクラス会の日時､場所の決定そして内容の検討、又年会費

よっては先輩の著名な先生にお願いすることもある。メインと

（5,000円)の徴収と｢翔蜻会便り」の発行と自宅・診療室の住

なる懇親会はもっとも盛り上がる場である｡懐かしい顔見たさ

所電話番号の変更等を毎年年末にまとめて発行したりしてお

に懇親会のみ出席する仲間も多い。出席者全員の近況報告から

ります｡会員名簿は1994年に改定版を出版しており、これを含

大いに刺激を受ける。

同窓会に合わせて小冊子を発行している。それには同窓会の

めて卒業以来３回名簿は発行しております。

又、当会には電話連絡網があり、会員及びその家族の言卜報と

プログラムの他に会員の近況を掲載することがある。平成５年

か最近では阪神大震災の時にも、神戸市長田区の会員の被災状

の例をあげると給与､福祉厚生などの医院経営に関する事柄を

況等を流したりと、役立っている。

無記名で発表してもらったが、仲間の苦労がわかって励みに

又、当会には福祉・共済制度があり会員及びその家族の死

亡､罹災害の場合には細則により弔慰金又は見舞金を贈ること

なった。

同窓会以外には水公会杯ゴルフコンペを行っている。年に２

～３回､過去30回開催された。以上のような水公会の活動状況

にしている。

クラス会は、主に東京で開催されており、水道橋病院に「血
脇記念ホール」ができてからは学術講演会と総会を血脇記念

を会員全員に知ってもらうために、最近では会務報告、その他
の記録文書を各員に郵送している。

ホールで行い､懇親会は近くのホテルでというパターンが定着
してきている。

通常では、クラス会は執/行部主導の形で行われるが、昨年北

昭和57年卒「黎明会」147名

海道で開催された時は､北海道支部の会員たちが中心となって

山倉大紀記

地方色あふれるクラス会が行われ楽しい－時を過ごすことが

東京歯科大学は昭和56年の秋に水道橋から稲毛に移転し

できた。

た｡昭和57年卒の私達は水道橋で登院教育を受けた最後の学年
であり、卒業式は千葉の新講堂で執り行った。国家試験に実技

昭和56年卒「水公会」170名
森泰彦記
会名の由来ということだが､水道橋の地は私達を育んでくれ

があった最後の学年であり、臨床実地問題が導入された最初の

学年でもあった。大学にとっても、歯学教育にとっても、卒業
し、同窓となる私達自身にとっても大きな転換期であり、換言
すれば、黎明の時でもあった。

たところであり、私達の体には水道橋の精神力裸〈染みついて

黎明期１－時代から次の時代への転換期。２.輝かしい次の

いる。とりわけ我が学年は、本学が千葉へ移転した前年度の卒

時代の機運がすでにきざし始めた時期。と広辞林にあるよう

業であり、やがて消えゆく水道橋校舎に対する万感の思いも強

に、会の名前にはそんな節目の意味があり、新しい時代への希

かった。私達のこのような思いを象徴する文字として「水」の

望が託されている。

字を用いた。これに86期生を表す｢公」の字を組み合わせ、水

学３，学４と学年主任を務めていただきました瀬端正之先生

道橋から社会へ巣立つ仲間という意味を与えた。

（現名誉教授)が、平成７年３月をもって定年を迎えられると

私どもの水公会は､卒業直後の昭和56年から現在までの１４年

いうことで､久保周平君の幹事により、平成６年11月に瀬端先

間のうちに、６回(およそ２年に１回）「水公会同窓会｣を開催

生をお招きして、第４回黎明会を東京の八重洲富士屋ホテルに

してきた。通常東京のホテルなどを利用しているが､平成３年

て開催しました。６年ぶりのクラス会ということもあり、急な

の卒後10周年記念会は､多少華やかにということで熱海温泉で

案内にもかかわらず､北海道から鹿児島まで全国から53名の懐

２１６

かしい顔が集まりました。

まず、総会において武藤彰君の会長の留任が決定しまし
た。次いで今後の運営について総会を２年毎に定期的に開催

鈴木聡行記

し、いずれ全国へ展開していく計画となりました。引き続き、
鹿児島より出席した長田博君の乾杯により懇親会に入り、瀬
端先生を囲んで楽しい一時を過ごしました。

昭和59年(1984年）３月卒業の私達は、卒業回数89期にあた

り、「はち」と「く」で｢破竹会」と命名しました。一見単純な

最後に次回の幹事として東京の岡崎正史君が指名され､角田
満君の手締めにより２年後の再会を約束し幕を閉じました。
次回は平成８年秋に東京にて開催を予定しております。

命名法ですが､卒業回数がすぐわかる事を第一に考慮しつつ、

「破竹」という２文字に次なる思いを込めました。それは「破
竹｣の勢いの如く向上し｢破」（ヤブ）と言われぬ瓶C､を持ち、

「竹｣の如く節目正し〈伸長し､級友を竹馬の友としていつまで
も友好を深め､人間として歯科医師として歩んで行く事という

昭和58年卒「水真会」166名
荻原俊美記

訳です。

最近の活動状況ですが、平成６年７月（卒後11年目）に、ラ
ンドマークタワーにあります横浜ロイヤルパークホテルニッ

第88期､私達のクラス会名は､卒業準備委員会が中心となっ

コーに於いて､第４回破竹会総会及び10周年記念会を開催しま

て卒業直前に公募したのですが､国家試験前ということもあり

した。当日は梅雨にもかかわらず好天に恵まれ､初出席となる

応募がなく、卒業準備委員会で決めることになりました。学生

主任の溝上先生をはじめ、副主任の名波先生、齋藤先生、進学

生活を振り返り、水道橋校舎で座学、基礎実習を終え、千葉校

課程Ａ組の金光先生、Ｂ組の戸沢先生、Ｃ組の仁田原先生と恩

舎に移転後､真新しい診療室で初めて臨床実習を行った学生で

師６名のご臨席を賜ることができ、クラス会員74名に家族を加

あることを想い、水道橋の「水」と千葉校舎の所在地真砂の

え100名余りの10周年の節目にふさわしい盛会となりました。

「真」から「水真会」と命名しました。

さて、その「水真会｣の最近の活動状況ですが、卒業直後は

総会では現執行部の続投及び凍結状態にありました会運営の
指南役として監事会の任務遂行を決定し､祝宴となりました。

会として特に活動は行っていませんでした｡卒業して２年後の

諸先生のご挨拶、各人近況報告、保坂君のスライドを使った南

昭和60年秋に「みんな元気かあ？」と第１回のクラス会を開催

極越冬隊の貴重な講演､佐藤剛君の久々のものまね等で大い

しました。その後、昭和62年、平成元年、平成３年と隔年でク

に盛り上がり、思い出深き一夜となりました。

ラス会を開催して参りました。平成４年には、卒後10年目のク

今後の予定としましては、平成８年に第５回総会及び懇親会

ラス会を開催、そして昨年第６回クラス会を経て現在に至って

を都内で開催し、15周年(平成10年か11年)には記念旅行を計

います。また、平成３年のクラス会から学術講演会も併催し、

画しております｡平成７年は１月に阪神・淡路大震災で村岡君

卒後研修も行っています。

が罹災(診療所全壊)、６月に森実司君(享年40歳)他界とい

会の運営は、平成４年水真会総会にて承認され､発足した水

う悲報が続きました。本会としましては、お見舞いの念と哀悼

真会役員会より進められています｡平成２年頃より組織的に会

の意を表すると共に、将来を見据えて、早急に会員の現況を把

を運営して行こうと考え、約２年の準備期間の後、活動を開始

握し、連絡網を整備し、会則特に共済規定の見直しと追加を行

しました。役員会は、年に２回の定例役員会を開催していま

い会員相互扶助に努めて行く所存です。そして、身近な会とし

す｡現在､会務は平成4年の総会で承認された会則にのっとり、

ての破竹会を目指しております。

円滑に遂行されています｡役員会､総会での協議事項や決定事

項の報告は、年１回発行している「水真会短信」にて会員へ報
告を行っています。

私達｢水真会」は、会則にも謡ってありますが、会員相互の
親睦と交流を図るべ〈役員を中心に､今後ますます発展して行
くことでしょう。
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い団結力（ちょっと自画自賛かな？）で無事卒業を迎えること
ができた。そこで、明るい未来を「爽」に託し、また歯科医師
湯澤邦裕記

としての活躍を「翔」に託して「爽翔会」と命名した。

爽翔会では､第１回総会を平成元年６月11日に品川プリンス

昭和54年４月、私達は、厳しい入学試験に合格し、市川の校

ホテルにおいて､第２回を平成４年５月17日に東京グリーンホ

舎(進学課程）で春を迎えました。昭和56年春、憧れの水道橋

テル水道橋において開催した。また第１回爽翔会ゴルフ大会が

校舎での学部生活となりました。しかしこの年の夏､私達は稲

平成５年４月18日に開催された。第１回総会において、総会は

毛に建てられた千葉キャンパスへと引っ越しをしました｡すな

３年周期で開催することが決定しており、第３回総会は本年度

わち､水道橋校舎で学部を迎えた最後の学年となってしまった

の予定であった爪同窓会創立１００周年記念式典のため､来年度

のです。そして、昭和57年４月、千葉にて新たな春を迎えまし

に予定している。

た。そんなことから３カ所で､春を迎えた最後の学年として、

学年主任としておIlt話になった石川達也先生､高江洲義矩先
生爪それぞれ学長、学監にご就任されました。このことは爽

この名を付けました。

私達の学年は、とりあえず５年に１度同窓会を開くことに決

翔会としましても大変心強く、第３回総会及び懇親会は両先生

まりました｡そして今年がちょうど卒業10年目に当たります。

のお祝いを兼ねた盛会にしたいと思います｡卒後９年目に突入

このため｢同窓会創立100周年記念式典｣の前日に東京の椿山荘

し､各地で活躍する爽翔会の仲間が一人でも多く参加できるよ

にて第２回同窓会を開催することとなり、同窓会準備委員会が

う考えておりますので、どうかご協力ください。また、評議委

着々と準備を進めています｡９月現在､110名程の出席の返事を

員の森俊一君より、移転（自宅、診療所）の際は必ず同窓会

いただいており、盛大な同期会となることと楽しみにしており

事務局にご一報くださるようお願いしたいとのことです。
最後になりましたが､残念なことに不慮の事故でなくなられ

ます。

た清水照雄君のご冥福を心からお祈りいたします。

昭和61年卒「彗星会」146名

昭和63年卒「新葉会」167名

田代浩記

寺田仁志記

私共の会名は「彗星会」です。それは、卒業時と約76年ごと
にあらわれるハレー彗星が同じ年であったため、それにちなみ

９３期生は昭和57年４月入学、昭和63年３月卒業の学年であ

る。東京歯科大学は昭和56年秋に、市川と水道橋から稲毛に移

会の名称としました。

私共91期生も卒業後10年を迎えようとしております｡今年は
是非同級会を開催いたしたいと計画しております。

転し、我々は稲毛での最初の入学生であった。６年一貫教育が

実施された最初の学年でもあり、進学､学部という名称も我々
の学年からは使わなくなった。しかし、我々が６年(学４）に
なるまでは、２通りのカリキュラムが存在したため、いろいろ

昭和62年卒「爽翔会」183名
北村晃記
私達の会は「爽翔会」という。大学が６年一環教育を始める

な面で混乱があったようである。また、良きにつけ悪しきにつ
け、進学、学部の時代と常に比較され続けた学年でもある。

クラス会名はいくつかの案が出されたが、その中で､移転し

た新しい千葉の大学で、６年間学生生活を送った最初の学年と

前年度に入学した私達は、進学課程２年､専門課程４年のカリ

いうことで、新しいの｢新」と千葉の｢葉｣をとって｢新葉会」

キュラムを経験した最後の学年である。東歯の歯学教育の転換

に決まった。

期にあたり、将来に若干の不安を感じながらも180名強という

そんな私たちの会だが､卒業後、平成２年、５年そして今年

大所帯かつ個`性的な集団が他の学年に負けない、ここ－番の強

と、クラス会を行った。しかしながら、勤務医や開業したての
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もの力:多いため、まだ自分の時間がなかなか取れず、出席者は
多いわけではない。ここ４～５年は結婚式や、その２次会がク
ラス会の役目をしていたようである。

今年は北海道出身者が幹事となり、９月15日、１６日、17日に

わたり、北見・網走方面で開催された。１６日は、昼は観光組と

ゴルフ組に分力塾れ行動し、夜は懇親会が夜遅くまて行われた。

幸い晴天にも恵まれ、楽しい一日を過ごすことができた。

出席者数から、また費用の面からも毎年クラス会を開催する
ことはなかなか難しく、現在のところ数年おきにクラス会を開
催する事になっている。次回は、平成７年東京、平成９年九州
地方で行われる予定である。

現在､緊急時の連絡は、まず大学に在籍している会員に連絡
が入り、そこから手分けして全国の同級生に連絡がされている

が､最近は、会員の現住所・勤務先等の変更が多く、なかなか

北は北海道､南は九ﾉﾄl､|から計78名の会員が出席し、久しぶりの

再会を喜び、近況報告を行った。また、大学からは,恩師の野間
教授(口外Ｉ)、山田教授(保存11)、佐藤講師(補綴ＩＤ、藤居
講師（児歯）にご臨席いただき、学生時代に戻ったような楽し
い－時を過ごすことができた。

現在では､卒業時に大学に残った60名ほどの同級生も、年々

少しずつ減って20名弱となり、学内でさえ同級生に合う機会が
少なくなってきている。同窓会名簿や同窓会広報等で、同級生
の動向や母校の活躍をうかがい知ることが精一杯で、「そろそ
ろクラス会を｣という声があちらこちらから聞こえてきている。
そこで、平成会では来春に、会員全員が一同に会することが

出来るよう企画を進めているところである｡卒業アルバムをめ
くりながら、全国各地に散らばった同級生が、みんな元気で過
ごしていることを祈りつつ…。

連絡の取れない会員もいる。そのため、大学に在籍している会
員の協力により名簿の整備を進めている。

平成２年卒「百樹会」148名
坂英樹記

平成元年卒「平成会」153名
川越元久記

「平成会｣の名の由来についてお話しする。卒業を目前に控
えた昭和64年１月、時代は昭和から平成へと移り変わった。そ

の結果､我々は東京歯科大学初の平成の卒業生となり、歯科医
師としてのキャリアを平成の時代とともに歩んでいくことと

なった。我々の心の中には、生まれたての平成という時代に対
して、歯科医師１年生の自分たちの姿が重なり、不思議な愛着
と明るい未来への希望が芽生えたのである。それぞれの道で社

会の一員として､新しい時代に貢献できることの幸せを噛みし

め、新しい元号｢平成｣からクラス会名を頂だし､して｢平成会」
とした。

その「平成会｣第１回総会は、第８２回歯科医師国家試験の発

表日である平成元年５月16日（火）に、東京歯科大学千葉校舎
にて行われた。さらに、同日の夕刻より稲毛の鹿鳴春にて、国
家試験の合格を祝って懇親会が行われ、６年次の学年主任、副
主任を初めとする先生方にご出席いただいた。

最初に、会名の由来についてです斌私たちの卒業した平成

２年(1990年)は、東京歯科大学の前身である高山歯科医学院
の創立（1880年）以来100年を数える記念すべき年であった。
歯科大学､歯学部の中で最古の歴史を誇る我らが母校は、東

京歯科医学院、東京歯科医学専門罰交東京歯科大学と変遷す
ると同時に、時代も明治、大正、昭和と移りゆく中で常に日本

の歯科界をリードしてきた｡このように､栄光ある100年の歴史

を讃えて「百」を、また卒業生全員力噺しい平成という時代を

大樹のように揺らぎなく成長し歩んでいくように願って｢樹」
を合わせ、「百樹会」と命名した。

最近の活動状況について触れてみたい｡卒業後２年を経過し
た平成４年５月３日(日)、東京グリーンホテル水道橋にて第１
回の百樹会総会および同期会が開催された。当日は、ゴールデ

ンウイーク中にもかかわらず90名程の出席者を数え、また学生

主任、クラス主任および副主任の先生方も多数出席していただ
き、大盛況であった。

第２回の総会および同期会は平成７年11月25日(士)､東京駅

第２回平成会総会は､平成３年６月23日(日)に高輪プリンス

大丸デパＬ－ト１１，１２Ｆのルビーホールにて開催された。当日は

ホテル・竹の間にて行われた。卒業してまる２年を過ぎ、それ

第18回日本歯科医学会総会及び第８回日本デンタルショーと

ぞれの選んだ場所での新人としての苦労？も一段落し、ふと息

時を同じくして開催されたため､遠方からの出席者も多く７０名

を抜いた時に、同級生の顔を懐かしく感じ始めた頃であった。

程の出席であった。今回の総会では、今後の百樹会の活動予定
２１９

や役員の選定等について議論し、活発な意見が交わされ、同期
生各々の百樹会に対する思いを感じることが出来た。

引き続き行われた懇親会では和やかな雰囲気の中､学生時代

C二二三三三三三三三三コ
本間敬和･羽賀俊明記

とは違った会話に花が咲き卒後６年半の経過を実感した。ま

た、第５，６年次の学生主任でお世話になった瀬端正之先生が

我々が同窓会名を決めるにあたり、かなり多くの同窓会名の

平成７年５月末日をもって大学をご退任されるのを受け､慰労

候補と時間を費やした｡何年先に仲間が集まっても学生時代の

と感謝の気持ちを込めて記念品の贈呈を行った。

ようになんでも話し合える、心の支えになるようにと念頭に置

き考えた。ある日、紫雲会というのはどうだろうという言葉が
出た。紫雲とは広辞苑で紫色の雲、めでたい雲、念仏行者の臨
平成３年卒「朋友会」128名

太田拓哉･三本雅樹記

終の時、仏がこの雲に乗り来迎すると記してある。臨終とはい
ささか穏やかではない言葉であり、我々の年齢では早い気がす

るだけではなく、誤解を受ける可能性が大きい。そこで紫雲に

「朋友会｣の名の由来について述べさせていただきます。僧

対する我々の解釈は、仲間がいきずまりや限界を感じた時に

子曰く、吾日に三度吾が身を省みる。人の為に謀りて忠なら

（すなわち臨終の時)仲間が必ず手を差し伸べに来る（すなわ

ざるか、朋友と交わりて信ならざるか、習わざることを伝えし
か｡」

孔子の高弟、曽子論語第一巻学而篇より引用しました。そ

の意味は｢毎日３回自己反省する。他人の相談に親身になり、

ち仏が来迎する）と解釈し、紫雲会と決めた。

そんな私たちの会であるが､紫雲会の仲間達をいつまでも大

事に思うひとりひとりの気持ちがこの紫雲を黄金色の雲にな
るであろうと、私は信じている。

友人との約束をたがえず､先生の教えを十分に理解しているか

９７期卒業生は､卒業当初その約半数に相当する80余名が特別

どうか」ということです。特に、朋友とは「信頼の友」という

研究生､大学院生などの形で大学に残りました爪卒業以来３

意味で同窓会名にしました。

年半が経過する中で学校を離れる人も増え､特に特別研究生の

我々「朋友会」の活動としては、卒業してから５年しか経っ

３年目が終了する今年３月にはまとまった人数が学校を離れ

ていないこともあり、これといった特別な活動は行っておりま

ることになったため、その送別の趣旨を含めて急拠同期会を開

せん爪数少ない活動の内容を報告させていただきたいと思い

こうということになりました｡特に今回は急な企画であったた

ます。

め､大学に残っている人を中心に声をかけるに留めさせていた

まず、同窓会ですが、２年に１回の割合で行う計画に基づ

だきました。

き、現在までに２回程行っております。その時は学年主任であ

それでも３月24日に稲毛海岸で開かれた１次会、２次会に

ります淺井先生他、数名の先生をお呼びして行いました。次

は、臨床や研究で忙しい中、９７期を中心に延べ40名程が参ｶﾛし

に、勉強会ですが、これは学術；経営管理の２本立てで行って

て旧交を温め、また情報交換を行い、一部若干名は３次会と称

おります。まず、学術部門ですが東京歯科大学水道橋病院２階

して翌未明まで気勢を上げました。ここ数年は結婚する人も相

会議室にて、第１回勉強会を平成６年10月に行いました。その

次いでいるため、２次会などで案外同期が顔を合わせる機会に

時同時に､特に開業に関する医院経営全般に渡り勉強会を行い

は事欠かないかとも思いますが、全体規模の同期会がまだ開か

ました。また、同窓会本部として総務、会計部門を設置して、

れていないのは一重に評議委員の怠慢の所為でありまして、大

上記活動の主催、費用の管理を行っております。

いに反省だけはしております。

以上が我々「朋友会｣の現在までの活動内容です爪なかな

余談となりますが､過日行われた本年度の大学院学生会幹事

か人数力藻まらず執行部としては､思うような活動が行えてい

会および総会には異例なほど多数の院生が参ﾒｶﾞ】し､９７期卒業生

ないといった状況であります。

を中心として活発な意見交換が行われました｡９７期卒業生の結
束力は不滅です。
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平成５年卒「出藍会」137名
相原一之記

我々98期、137名(平成５年卒)のクラス会名は、出藍会とい

います。「出藍｣これは古代中国の思想家筍況が｢筍子｣の中で
述べた｢学はもって巳むくからず。青は藍よりいでて藍より青

新たな道へ進む者､現状を踏まえて更なる目標を掲げる者、
137名がそれぞれ違った道をまた歩み出しています。まだまだ
未熟者の98期生ではありますカミ東京歯科大学100年の伝統と
歴史に恥じぬよう、常に初心を忘れず精進し歯科医療に努めて
いくつもりでおりますので、諸先輩方これからも私たち98期生
を温かくお守り下さるようお願い申し上げます。

く、氷は水、これを為して水より寒し」という言葉に由来する
名であります。

学問というのは、止まるところのないものですから決して
怠らず､師をしのぐような学問の深さをもった弟子も現れるぞ
と警めた言葉であります｡この出藍の誉れのごとく我々98期同
窓生一同は､歴史と伝統ある東京歯科大学が母校であることに
誇りを持ち、互いに切瑳琢磨し、師である諸先生方を越えられ

るよう日々努力すると決意し、その決意を常に持ち続けようと
同窓会名に表しました。現在､我々はこの決意を胸に日々歯科
医学、医療に邇進しております。

平成６年卒「鶴雲会」137名
椎名康雅記

まず、私達99期生のクラス会名｢鶴雲会｣の由来からお話し

したいとおもいます｡私達99期生は､｢九十九｣という字に｢鶴」
と「雲」をあてて同窓会の名前としました。この名称は大空高
くたなびく白雲をめざし、飛翔する鶴を示しています。

私達は、在学中に母校の100周年を迎えるという大変貴重な
経験をしました。数々の行事に接し、母校の古き良き伝統を大

卒業して３年が経ちます力<私たち98期生はこの名に恥じ
ぬ様今まで以上に精進し､努力してまいりますので温かくお守

変誇りに思いました。会名に、長寿・繁栄を意味する「鶴」と

りくださるようお願い致します。

祈りを込めました。

我々98期(平成５年卒)同窓生は137名おります。うち約80名
が卒業後､母校東京歯科大学の千葉､水道橋、市川の各病院、
大学へ大学院生､特別研究生という形で残りました。残りの約
50名のうち約20名が他大学の研究生として､約30名が開業医へ
と勤務していきました。中には海外の大学へと留学した者もい
ます｡学生から歯科医として様々な夢と希望､思いを抱きそれ
ぞれの道へと巣立っていったわけです。

それから３年､各々が抱いた夢や思いを達成させた者､新た

な次なる目標を掲げた者､または現状とのギャップに戸惑い挫

折した者など､それぞれが歯科界という社会の中で様々な３年
間を過ごし、その中で歯科医としての自信と自覚を開花させて

いったようです。それと同時に、歯科医としての活動の場も少

しずつここへきて変化していっているようであり、卒業時大学
（東歯大)へ残った者も、来年４月には約30名程となってしま
います｡開業医へ勤務した者も他の歯科医院への転職を考えて

いう字を冠し､新世紀を迎える母校の益々の発展を願う私達の
また会名は、「九十九｣が百までに後一つであることにもこだ

わっています。すなわち、百という字は｢－」と「白｣……臘

雲｣が示す風j景は、雄大な青空を背景に、この賢・清・正を象
徴する｢白｣を織り込んでいます。つまり、「白雲｣は各々の夢・
希望・理想を意味し､それを目指して羽ばたいていきたいとい
う祈りを、汚れない「白雲」に託しました。私達の会名には、
我が愛校精神と理想への熱き思いが込められています。
さて、卒業後の活動についてです斌私達｢鶴雲会｣は卒業
してからまだ３年目ということもあり、あまりこれといって大
きな活動はまだ行われていません。

しかし、これは同窓会といっていいものかわかりません荻

昨年の10月にドイツへの留学が決まりました口腔外科第一講
座の矢島先生への壮行会が赤坂のホテルニューオータニにて
行われました。卒業してから１年半あまり経っていたのです
カミ学生時代に矢島先生にはいろいろな面で大変お世話になっ

いたり、地方から上京したきた者は、来年でちょうど10年目と

ているもの達ばかりでしたので、この日は大変多くの同窓生が

なり、実家へ帰省する者も出てきているようです。中には独立

矢島先生のために集まりました。

してそろそろ開業でもと考えている人もいることでしょう。そ

ういった意味では､卒業後３年目が終わる来年は、多くの98期
生にとって－つの転機の時期であるように思われます。

何分まだ卒業して日が浅いのでたいした活動は行われてい
ませんが､大変統率力のある学年であると自負しておりますの
で、これからもよろしくお願い致します。
２２１

平成７年卒「百期会」130名

野村武史記

会名の由来についてお話しさせていただきます｡寒気凛烈の
みぎり、卒業を間近に控えた私達100期生の間で残った候補は

「世紀会｣、「百桜会」「百期会｣の３つでした。そしてこの中か
ら最終的に、関根前学長(現副理事長）に選定していただきま

した。会名は｢百期会｣｡長い歴史と伝統に培われた母校を卒業
する私達にふさわしい名であるとし、常に100期生としての誇
りと気概を持つように名付けられました。また、今年は同窓会
100周年ということで意義深い会名となりました。

クラス会だより～これからの活動に向けての考えです。
秋も日増しに深くなり、100期生の皆様はいかがお過ごしで

しょうか｡社会に飛び出して間もなく、右往左往の状態だった
４月当初に比べたら、大分新しい生活に慣れて来た頃ではない

でしょうか。しかしある程度仕事も軌道に乗ってくると、ある
人は厳しい現実を前にして自分の理想とのギャップに悩み苦
しんだり、またある人は更なる向上を目指し、意気盛んに気力
をみなぎらせていたりと、さまざまな局面を迎えていることと

推察されます。そんな時同期の友人の顔を思い出し、ついこの

前まで学生だったあの頃を思い出すのではないでしょうか｡先
日、私は級友の鷹觜君と電話で近況報告を行い、大いに刺激を

受けました。お互い今は立場が違えど、話をするといつでも'懐
かしいあの頃に戻ることが出来るものだとつくづく感じまし
た。

そんな中で、来たる平成７年11月19日に国際館パミールにお

きまして、同窓会創立100周年記念という大事業が開催されま

す。久しぶりに会う級友と酒を酌み交わし、今後の歯科医療に
ついて語り合うことは、きっとこれからの自分の仕事に反映出
来るのではないでしょうか。

また、我々百期会は卒業して日も浅く、これからの活動に大
いに期待することになります。今後は、百期会幹事を務めてお

られる瀬田､村田両先生による同期会の開催を楽しみに待ちま
しょう。
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昭和21年１１月２日東京歯科大学設立記念式典で挨拶する血脇守之助先生

高山歯科医学院院友会時代
1895年（明治28年）

６月１６日高山歯科医学院において第１回卒業式挙行，卒業生３名，
当日有志協議して会則を定め役員を選び，高山歯科医学
院院友会を結成

1０月役員幹事血脇守之助
塚原伝次郎
野村大助
広瀬武郎
住井雄喜

１１月１６日第２回院友会開催，以後毎年２回,５月,１１月に会合する
こと及び10月創刊された歯科医学叢談を機関雑誌とする

同窓会年云；

ことを決定

1889年（明治22年）

1890年（明治23年）

1２月高山歯科医学院設立認可

1月高山紀齋先生,高山歯科医学院
を芝区伊Ⅲ子町に敷地約1,000

16ｔ。

坪と附属家屋を利用して創立，
これが本学の前身である。

校舎は元スペイン公使館として

東京歯科大学

使用されていたもので,１月１８日
授業を開始

一般歯科年表

高山歯科医学院校舎
鯵鑛鯵轤霧鯵轤鯵鱗霧鍵鱒鱒鯵鯵霧欝謬懲霧鯵鱒鍛霧繊鯵蟻鯵霧鯵霧霧霧轤鯵懲霧轤鱗鱗鵜鱗鱒鱗謬霧霧蟻鯵鱒鯵鱗懲鯵懲懲鑓鱒織轤鍵鯵鐇蝋

１８９０年（明治２３年）

１１月２９日第１回帝国議会開院式（１１月２５日第１回議会召集）

社 会 情勢

１２月４日北里柴三郎ジフテリア・破傷風血清療法を発見

224※この年表は1985年（昭和60年）までは「同窓会90周年記念誌」より転載（一部加筆，訂正)。

その後,０年間は，年６回発行の「同窓会会報」「東京歯科大学百年史」「日本歯科医師会年表」「昭和史（毎日新聞社)」
「戦後50年（毎日新聞社)」「戦後50年（共同通信社)」を参考に制作しました。

Ⅱ889～、卯
1896年〈明治29年）

５月２日第３回院友会開催
1897年（明治30年）

４月１８日第５回院友会開催，高山紀齋先生会長となる
役員会長高山紀齋
主事血脇守之助
幹事植田義利
広瀬武郎
住井雄薑

三輪淳
芥川恵迪

横矢重儀

1898年〈明治３１年）

４月１６日第６回院友会開催
1899年（明治32年）

４月２６日第７回院友会開催，この時初めての試みとして講演会開催

1896年（明治29年）

1０月高山歯科医学院は，血脇守之助先生を主事兼講師として事業の管理を委任

１１月２８日日本歯科医会設立（歯科医会を日本歯科医会と改称）
1897年（明治30年）

１月官立歯科医学校設立の請願が血脇守之助先生らによって両院に提出される
1899年（明治32年）

１月高山歯科医学院の制帽制定

蟻懸驫鯵謬霧霧鍛霧鍵鯵轤鱗霧ｉ議鯵鶴鯵鯵謬霧鯵鱸霧霧霧霧霧蟻鱒鯵鯵鯵鱗懸露鯵霧鶴轤鯵霧霧鱗霧鱗鯵懲轤轤鯵謬霧鯵鯵鯵蟻欝霧鰺鱗鯵轤鯵

1895年（明治28年）

４月１７日日清講和条約調印

1897年（明治30年）
１２月２５日志賀潔赤痢菌発見

225

東京歯科医学院歯科協会時代・東京歯科医学院同窓会時代
1900年（鯛治33年）

２月１日院友会を改称して歯科協会となる（会頭：血脇守之助）
４月２９日第１回歯科協会開催，会長制廃止
5月５月以降毎月１回第１日曜日に歯科協会月次会開催
1901年（明治34年）
４月１６日第２回歯科協会大会開催

1902年（明治35年）

１月１０日歯科協会臨時総会を開催し，東京歯科医学院同窓会
と改名，規約を改む
４月６日第１回同窓会総会を開催，高山紀齋先生名誉会頭となる

同窓会年云；

４月２７日規約に従い常会を開催，以後毎月第４日曜日に開催され
ることとなる

1903年（明治36年）

４月１２日第２回東京歯科医学院同窓会総会開催，規約一部改正

相OC年（明治33年）

２月１日高山歯科医学院を東京歯科医学院と改称し血脇守之助先生

が院長となる。同時に芝区伊Ⅲ子町から神田小川町ｌ番地の
東京顕微鏡院内に移転
３月歯科医学叢談を歯科学報と改題,従来隔月発行であったが以

j1ir哀歯j6iI大学
一般歯科年表

後月刊誌となる。発行所は神田三崎町２の９（本学現在地）
歯科学報社。院外生のため東京歯科医学院講義録（第１輯）
を発行する(第１回院外生募集）
９月３日神田三崎町1丁目３番地所在の大成中学校内に東京歯科医学
院を移転

｢歯科医学叢談｣から現在の｢歯科学報｣まで
懲鍵鱒鱗鐵謬繊鯵辮轤欝鯵霧鯵蟻霧鐇露鯵鯵欝露鵜殿霧霧鯵鍵鱒総蟻蟻轤鯵霧鑛霧鑛蟻霧鑛鯵霧纏霧露鍵鶴露鯵霧懲織霧騨欝鱗鰺霧懸霧懸騨（

鱒００年（明治33年）

７月２６日津田梅子，女子英学塾創立
1901年（明治34年）
５月２７日山陽線全線開通

社 会 情勢

１１月１２日八幡製鉄所，作業開始

１９０鷲年（明治35年）
１月３０日日英同盟協約調印

１９゜3年（明治36年）

４月１３日小学校令を－部改正，
国定教科書制度成立
禰鱗年（明治37年）
２月１０日日露開戦
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1904年（明治37年〉

４月１０日第３回東京歯科医学院同窓会総会開催
この年，常会は20回から２７回まで開催される
杓05年（明治38年）
４月８日第４回東京歯科医学院同窓会総会開催

奥村鶴吉先生が留学したペンシルバニア大学歯学部(1895年建設）

１９鰄年(襲治34年）２月１日
８月１０日

1902年(明治35年）９月１０日

本学現在地に校舎を設け開講，はじめて独立した校舎を持つに至る

東京歯科医学院第１回海外留学生広瀬武郎氏が渡米

血脇守之助先生の論文「日本における歯科医術の過去及び現状」
デンタルコスモスDentalCosmosに掲載される

1903年(明治36年）４月１，２日
１１月２７日

第１回日本歯科医師大会開催

大日本歯科医会設立，日本歯科医会解散

1904年(明治37年）９月１４日

奥村鶴吉先生ペンシルバニア大学に入学のため渡米（１６日出港）

1905年(明治38年）１月

高山歯科医学院時代から当院卒業生は無試験で米国ペンシルバニア大学，ロヨラ大学，
シカゴ大学等の３年級に編入できることになっていたが,その後１年級にしか編入できないこと
になったため，再交渉し，２年級に編入できることになる

＃騨霧鐵霧霧騨鯵鯵轤轤鍵鱒霧鍵霧懲懲霧籍鱗鱒鱗懲霧総轤霧霧懲織鍛鯵織謬鯵嬢鯵轤鍵謬鱗鐵霧鶴鯵籍霧蟻鯵鱒鯵霧懲謬鱒鐵鯵懲蟻霧霧鐵蟻

ｉ９Ｃ５鑓（明治３８倉
Ｂ･・明＝

９月５日日露講和条約説

ロ息暮講木U吾言諒

東京歯科医学院同窓会時代・東京歯科医学専門学校同窓会時代
1907年（明治40年）

４月８日東京歯科医学院第１３回同窓会総会開催，規約を改正し，名誉会頭制を廃止，血脇守之助
先生を会長に推戴することとなる。なお，第１３回総会から総会運営の形式を変え，純然
たる学会の体裁に改む゜地方会員の上京も増加し，未曽有の盛会となる。出席者200名
９月１２日文部省告示第240号を以て東京歯科医学専門学校設置の件が認可され，これに伴って
東京歯科医学院同窓会を東京歯科医学専門学校同窓会と改称
１０月２７日東京歯科医学専門学校同窓会臨時総会を開催，規約改正により会名改称及び在学生同窓会
員から除籍することが決定

1908年（明治41年）
５月１０日東京歯科医学専門学校同窓

同窓会年云；

会第１回定時総会開催
1909年（明治42年）

４月１０日第１５回総会開催，会員の講
演発表が増加したため，次年
度から総会の会期を２日間に

延長し，且つ宿題報告を行う
ことを決定

1910年（明治43）年
４月１６日第１６回総会開催（第１日）
宿題報告及び会員発表

高山紀齋銅像除幕式の際の記念写真前列中央に高山紀齋と令夫人

高山歯科医学院同窓懇話会開催
４月１７日総会（第２日）テーブルクリニ
テーブルクリニック， デモンストレーション

1906年（明治39年）

４月８日本館,大講堂及び技術実習室(125坪)の新築落成式挙行｡この年の総会及び常会の記録は全く見当たらない
５月２日歯科医師法・医師法公布，明治39年１０月から施行されることとなる
８月５日奥村鶴吉先生留学を終え，無事帰国
1907年（明治40年）

東京歯科大学
一般歯科年表

４月７日日本聯合歯科医会設立７月１日東京歯科学講習所開校

１１月３日東京歯科医学専門学校学生会発会式挙行会長奥村鶴吉先生,学術部長花澤鼎先生,運動部長早Ⅲ可美良先生
1908年（明治41年）

１月叙任(官制改正により改めて叙任,高山先生は明治20年被仰侍医局勤務)侍医寮御用掛被仰
付,但奏任待遇正六位勲六等高山紀齋，正七位伊沢信平，正七位一丼正典
､910年（明治43年）
２月開校（東京歯科医学院）満１０周年記念式

４月旧東京歯科学講習所を東京歯科医学校と改称，血脇守之助先生校長となる。

９月東京歯科医学専門学校学生の帽章及び襟章改正１２月１２日高山紀齋先生銅像除幕式挙行
鱗鱒鱗鯵霧鯵霧霧露謬鯵鱒鱒鯵鐵鯵懲蟻霧霧霧鰯轤霧鱒鯵鍵蟻織鐵霧霧鯵霧霧鐵欝轤鍛鯵懲懸鯵霧鯵懲鯵鍵籍鍵轤蟻霧纏霧霧蟻騨騨綴懸総鰯：

1907年（明治40年）

３月２１日小学校令改正（義務教育６年制）
1908年（明治４１年）

４月２８日第１回ブラジル移民出発（783人）

社 会 情勢

19加年（明治43年）
８月２２日日韓併合に関する日韓条約調印
1２月鈴木梅太郎オリザニンを発見
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1911年（明潅44年）

１０月２９日第１７回総会開催，会則改正により会長名を廃し，会頭とする
母校新校舎増築及び専門学校第１回卒業期の関係で４月総会を１０月に延期
役員会頭血脇守之助

幹事奥村鶴吉，門石長秋，牧謙次
1912年（明治45年）
４月２１日第１８回総会開催
1913年（大正２年）
４月９日第１９回総会開催

1914年（大正３年）

４月４日第20回総会開催，会則一部変更，第４回日本医学会第１６部歯科分科会の
最終日と本総会が重なったので,本総会においては学術講演が行われなかった
役員会頭血脇守之助

幹事奥村鶴吉，村岡清治，川合渉
西村豊治，長谷川保定，吾妻三郎
19F５年（大正４年）
４月１０日第２１回総会開催

1911年（明治44年）

２月２１日野口英世先生，前年１２月１２日，京都帝国大学教授会に
おいて学位論文通過
文部省にて医学博士学位を授与される

７月１０日実習室その他216坪３階建の母校校舎増築完成

翠』L聯JnlLiDjw錘

1912年（明治45年）

４月２２日～２５日４日間，母校内で歯科学展覧会開催
1913年（大正２年）

１０月１２日花澤鼎教授ストラスブルグ大学留学のため渡欧
1914年（大正３年）
６月歯科医学士の称号許可される（学則改正）

lim1lJI

歯科医学士の称号認許証

鯵懲鯵鯵織霧鯵謬霧鯵霧露鯵織轤懲鍛霧懸懲鯵驫霧懲鯵霧轤霧霧鍛鱒鯵轤鱒騨蟻鯵霧鍵鯵欝鯵懲鯵鯵鯵鶴鱗鱗騨鯵鐵騨霧霧霧騨霧鱗鯵騨蟻霧露

191？年（明治44年）

３月１１日普通選挙法案，衆議院通過，貴族院否決
７月１３日第３次日英同盟協約調印
１９１２年（明治45年）

７月３０日明治天皇崩御，嘉仁親王践詐，大正と改元
１９１４年（大正３年）
７月２８日第１次世界大戦はじまる
１９１５年〈大正４年）
１１月１０日大正天皇即位式
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東京歯科医学専門学校同窓会時代
､916年（大正５年）

４月９日第２２回総会開催,会則を改正し｢歯科学報に登載された論文に対し，１カ年金額100円以内
の賞金を贈呈する。論文審査に関する規定は協議により，これを別に定むる」の条を設けた
19打年（大正６年）

４月１日第23回総会開催。前年度総会において新設された会則第５条に則り，大正５年１月から
１２月までに歯科学報に登載された論文中，７篇に授賞が決定した。
第１回受賞の栄誉を受けた方は，遠藤至六郎，榎本美彦，門石長秋，岡田満，小野寅之助，
堀江銑一，喜多見行正，西村豊治の諸氏である
役員会頭血脇守之助幹事奥村鶴吉，村岡清治，川合渉，西村豊治，長谷川保定，吾妻三郎
､918年（大正７年）

同窓会年表

４月２日第23回総会開催。同窓会賞受賞論文は６篇であった。本総会に同窓会地方支部会設置案が
建議されたが保留となる

1919年（大正８年）

４月１２日第24回総会開催本総会において６篇の論文に同窓会賞が授与された
役員会頭血脇守之助

幹事羽生長一郎，松本信太郎，111合渉，西村豊治，浅野丹次，川上為次
１０月５日九州同窓大会が開催され,これを機会に九州各県に同窓会支部を設置することとなり各支部名
を血脇会頭が自ら命名
1920年（大正９年）

４月１２日第25回同窓会総会開催会則一部改正，地方支部設置に関する議案が提出されたが会則中に
これをとりあげず,地方幹事の指名を会頭が行うことに決定，同窓会賞は５篇の論文に授与
された。

1918年（大正７年）

４月１日日本聯合歯科医師会設立，血脇守之助先生副会長就任
1919年（大正８年）

４月１５日Ⅲ脇守之助先生日本聯合歯科医師会会長就任

東京歯科大学
一般歯科年表

1０月血脇守之助先生は学校拡張計画を公表し，東京歯科医学専門学校の財団法化のため，
新たに50万円の募金を募り，設備の近代化を期す
１２月５日東京歯科大学創設期成会設立
1920年（大正９年）

４月１日血脇守之助先生の寄附による資産総額456400余円をもって財団法人を組織，経営に移す
４月１２日母校創立30周年記念祝賀会が開催され,次いで上野から水道橋まで提灯行列が行われた

鯵鰯鯵露鯵鰯鯵霧霧霧霧霧鯵鯵霧蟻霧鯵鯵霧鯵鯵鱗鯵鯵鱗轤瀞鯵議鯵鱒霧綴欝霧鯵鍵

鱒１７年（大正６年）

９月１２日金輸出禁止
１９１８年（大正７年）

１１月１１日第１次世界大戦おわる

社 会 情勢

$919年（大正８年）
６月２８日ヴェルサイユ講和条約調印

:920年（大正９年）
１月１０日国際連盟発足（１１月１５日第１回総会）
５月２日東京上野公園で我が国最初のメーデー挙行
ヴェルサイユ講和条約
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清水正保，田村一吉，信田巌
1922年（大正１１年）

１０月９日

:924年（大正１３年）

４月２７日

第29回同窓会総会を宇治山田市にて開催

５月１０日

石塚三郎氏衆議院議員選挙に当選（2期）

１１月１，２日

第30回同窓会総会開催，会則の大改正を行い，役員の増員，評議員の新設，

1925年（大正１４年）

第27回同窓会総会開催毎年春季に開催されていた総会を秋季開催に改める

地方支部の設置，例会を年２回開催，血脇賞の設置等を決定

役員会頭血脇守之助副会頭二宮義朗，緒方六治

幹事五條萬次郎，花澤鼎，木多村俊二，国井一男，松本信太郎，奥村鶴吉，
杉山不二，杉原静，田村一吉，若葉情，鎗田勇，春原定栄

1922年（大正１１年）１１月１０日罹災新館修理一部完成

１月１１日Ⅲ脇守之助先生は遠藤至六郎教授同伴で東京発欧米へ１２月２０日西校舎完成

向う（８月１５日帰国）1924年（大正１３年）

２月校舎新築工事竣工（鉄筋３階建187.5坪・付属医院）２月１１日Ⅲ脇守之助先生勲五等に叙せられ瑞宝章を賜わる

７月東京歯科医学専門学校校歌募集が行われる２月１５日新館修理完成
ガ923年（大正１２年）３月２０日東校舎完成

５月１０日神田三崎町1丁目本校向側地466坪買収，４月８日奥村鶴吉先生学位論文通過（８月５日学位記受領）
第２次基金募集開始１０月２５日西校舎２階建落成

６月７日花澤鼎教授学位論文通過，医学博士の学位を受領，歯科1925年（大正１４年）
医としての医学博士第１号５月１３日本校隣接地約130坪を買収

９月１日関東大震災，母校は鉄筋コンクリート３階建の付属医院の６月２５日帝国ホテルにおいて，血脇守之助先生にロヨラ
形骸を残し壊滅，同窓の被害もまた甚大であった大学から授与されたＬＬ、の名誉法学博士学位
授与式が挙行される

１１月１２日東校舎の一部類焼
騨鯵鯵鯵鯵轤鯵鯵鯵鯵霧鯵霧鯵鱒露鯵鍵総鱒鯵鯵鯵蟻鯵懲鯵謬騨騨鶴鱒鯵鯵霧鱗鯵織鯵蟻欝鱒欝懲鍛霧鯵鯵鯵蟻懲鯵蟻鯵鯵織露鯵懸驫鵜霧鯵鱒

１９２２年（大正１１年）

４月２２日健康保険法公布（昭和２年１月１日から全面施行）

1923年（大正１２年）
９月１日関東大震災

1924年（大正１３年）

１月２６日皇太子裕仁，久邇宮良子とご成婚
1925年（大正１４年）

３月１９日治安維持法議会通過（４月２２日公布）
３月２９日普通選挙法議会通過
９月２０日東京六大学野球'１－グ開始
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東京歯科医学専門学校同窓会時代
1926年（大正１５年）1928年（昭和３年）

２月１１日第１回例会開催，例会と同時に東京２月２１日第５回例会開催６月１６日第６回例
支部発会式が挙行される大正１５年会開催１１月１８日第33回総会開催昭和３年
１月から１２月までの間に香川県支部１０月現在，地方支部合計21支部となる
（１月１５日)をはじめ全国各地に合計1929年（昭和４年）
１３支部が設立される２月１９日第７回例会開催６月２２日第８回例
６月１８日第２回例会開催会開催１１月２日第３４回総会開催昭和４年
１１月13,14日第３１回同窓会総会開催１０月現在，地方支部合計27支部となる
1927年（昭和２年）役員会頭血脇守之助

同窓会年表

２月１７日第３回例会開催副会頭二宮義朗，緒方六泊
６月１６日第４回例会開催幹事五條萬次郎，花澤鼎，木多村俊二，

１１月６日第３２回総会開催昭和２年１０月現在，国井一男，松本信太郎，奥村鶴吉，
地方支部合計１９支部となる杉山不二，中村寅蔵，田村一吉，

役員会頭血脇守之助若葉清，信田巌，春原定栄

副会頭二宮義朗，緒方六治１２月１６日臨時総会開催
幹事五條萬次郎，花澤鼎，木多村俊二,1930年（昭和５年）
国井一男，松本信太郎，奥村鶴吉，１月２７日第１０回例会開催
杉山不二，杉原静，田村一吉，６月１２日第１１回例会開催
若葉清，鎗田勇，春原定栄１１月７，８日第35回総会開催
奥村鶴吉先生謝恩会記念品贈呈式挙行
血脇守之助先生還暦祝賀懇親会開催

1926年（大正１５年）

６月１４日約421坪の本校隣接地を買収

７月１５日奥村鶴吉先生第７回万国歯科医学会に出席のため渡米

１１月１０日日本歯科医師会設立認可，第１回総会開催（１２月11日～１２日)，血脇守之助先生初代会長就任
1927年（昭和２年）

東京歯科大学
一般歯科年表

１１月４日校歌・校旗発表式挙行

1928年（昭和３年）

１月２７日新校舎建設（本館）地鎮祭
５月２１日野口英世アクラにて客死

６月４日第１回ムシ歯予防デー実施

1929年（昭和４年）
１１月２日本館落成式挙行

鯵繊馨鯵欝織鯵鯵鯵露懲瀞霧霧鯵霧鯵鯵蟻霧露鯵鱗鯵鯵鶴騨霧鯵霧織鰯霧蟻

1926年（大正１５年）

１２月２５日大正天皇崩御校歌･校旗発表式
摂政裕仁親王践称し、昭和と改元

1927年（昭和２年）

社 会 情勢

１月１日大正11年に公布され震災のため施行
延期となっていた健康保険法全面施行

１２月３０日上野，浅草間に日本で最初の地下鉄開通

1928年（昭和３年）1930年（昭和５年）
１１月１０日昭和天皇ご即位式１月１１日金輸出解禁

1929年（昭和４年）９月１０日米価暴落
１０月２４日世界恐`慌始まる１０月１日東京・神戸間に特急「つばめ｣運転開始
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轤鱗懲繊鯵

Ⅱ〃⑦～Ｚ９３Ｓ
ね31年（昭和６年）

２月１０日第１２回例会開催（大日本歯科医学会と共催）
（真実は11回）

６月２２日第１３回例会開催（大日本歯科医学会と共催）
（真実は１２回）
11月７，８日第３６回総会開催

昭和６年10月現在，
地方支部合計33支部となる

役員会頭血脇守之助副会頭野村大助，佐藤真太郎
幹事五味壮，小川照治，田中成久，春山哲二，
古谷直行，正木正，西村豊治，小椋善男，
岡龍伯，武内筆，田丸将士，若井金吾，
中林清直

1932年（昭和７年）

1933年（昭和８年）

２月１９日第１６回例会開催

６月１８日第１７回例会開催
１１月４，５日第３９回総会開催

役員会頭血脇守之助副会頭野村大助，佐藤真太郎
幹事五味壮，小川照治，田中成久，古谷直行，
正木正，西村豊治，小椋善男，岡龍伯
武内肇，田丸将士，若井金吾，中林清直
1934年（昭和９年）
２月１８日第１８回例会開催

５月２１日同窓会は大日本歯科医学会及び野口博士記念会と

共催で「野口，ミラー両博士追悼の夕」を開催
１１月４日第40回総会開催
1935年（昭和１０年）

２月１４日第１４回例会開催

２月２４日第１９回例会開催

２月２０日杉山元治郎氏，衆議院議員選挙に当選（9期）

６月１６日第20回例会開催

６月１９日第１５回例会開催
１１月６日第３８回総会開催

昭和７年10月現在，
地方支部合計38支部となる

１１月３日第４１回総会開催

役員会頭血脇守之助副会頭小清水三郎，四方嘉治郎
幹事加藤正衛，藤枝義男，田中成久，近藤三郎，
水野錐太郎，斎藤嘉一郎，小椋善男，成田俊馬，
折井忠，塚田源七郎，渡辺昌夫，矢崎正方

1931年（昭和６年）

４月６日第１回全国学校歯科医大会開催
1933年（昭和８年）

２月５日高山紀齋先生逝去，（１５日学校葬）

１１月８日千葉県八幡町大字菅野字西耕地10,757坪を買収
1934年（昭和９年）

３月１５日買収済の千葉県の校地の隣接地966坪を買収，前回と合計し'1,723坪となる
１１月２～４日母校創立45周年記念祭開催
1935年（昭和１０年）

４月２３日血脇守之助先生令夫人を同伴宮中観桜御会へ出席

１０月１９日９月２５日に鮮満視察の途に出発された奥村鶴吉先生帰国
１０月２５日官庁に歯科医技術官制度公布

瀞霧鯵霧鯵鯵織轤織鯵驫鐇露騨懲織懲霧騨霧懲鱗蟻懸鯵鐵霧霧騨織議謬懲鯵鯵鱒霧欝蟻露鯵

1931年（昭和６年〉1933年（昭和８年）
９月１８日満州事変起る３月２７日日本，国際連盟脱退
１２月１３日金輸出再禁止#934年（昭和９年）
1932年（昭和７年〉１２月１日丹那トンネル開通
１月２８日上海事変起る1935年（昭和１０年）

３月１日満州国建国宣言２月湯川秀樹，中間子論発表
５月１５日5.15事変起る

満州事変
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東京歯科医学専門学校同窓会時代
1936年（昭和鯛年）
２月１６日第２２回例会開催
６月１４日第23回例会開催
１１月３日第４２回総会開催

i937年（昭和１２年）
２月７日第24回例会開催

４月３０日山田順策氏，衆議院議員
選挙に当選（2期）
６月２１日第25回例会開催
１１月７日第43回総会開催

同窓会年表

応召会員の待遇に
関する件の協議あり
胸38年（昭和燗年）
２月６日第26回例会開催
２月２０日戦没同窓慰霊祭挙行

６月１９日第27回例会開催
１１月６日第44回総会開催
鱒39年（昭和脚年）

戦没同窓慰霊祭

1940年（昭和１５年）
２月４日第３０回例会開催

６月９日第３１回例会開催
１１月３日第46回総会開催

２月１日第28回例会開催

６月１３日第29回例会開催
１１月４日母校同窓会共催の戦没同窓慰霊祭挙行

１１月５日第45回総会開催

1937年（昭和總年）
４月１７日満州国歯科医師法公布
1938年（昭和１３年）
１月１１日厚生省設置

２月２５日奥村鶴吉先生証人として出廷のクロールカルシウム静脈注射事件に無罪の判決下る

ｊ１ｉＺ京歯科大学

一般歯科年表

４月１日国民健康保険法公布（７月１日から実施）

1939年（昭和１４年）

１月１６日ハルビン医科大学歯科医学部へ赴任する福島秀策先生の壮行会開催

６月９日奥村鶴吉先生中国の医学校，医療機関視察のため離京，７月７日帰国
１１月２５日奥村鶴吉先生日本歯科医師会副会長就任
1940年（昭和１５年）

１１月２日母校創立50周年記念式，謝恩式
血脇守之助先生胸像除幕式
１１月５日母校創立50周年記念大運動会（市川グラウンド）
露鯵霧懲鐵欝鵜霧鱗鯵懲鯵懲鐸蟻霧鐵懲鐇鯵鯵鯵霧鯵蟻鍛鐵霧鱗議鱗鐵鐵鱗霧鱒霧謬鍵鯵驫霧露鯵蟻霧轤騨鱗籍霧霧鍵轤露鯵蟻鯵懲騨鍵籍織

1936年（昭和１１年）

２月２６日2.26事件起る
１１月２５日日独防共協定調印

＃937年（昭和１２年）

社 会 情勢

７月７日日中戦争始まる

1938年（昭和１３年）
４月１日国家総動員法公布
７月１５日張鼓峰で日ソ両軍衝突

８月１０日日ソ停戦協定成立
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鱒39年（昭瓢１４年）
５月１３日ＮＨＫテレビ試験放送成功
７月８日国民徴用令公布

９月１日第２次世界大戦勃発

1940年（昭和１５年）
９月２７日日独伊三国同盟調印
１１月１０日紀元2600年記念式典

Ⅱ卯⑥～Ⅱ9`奴Ｓ
1941年（昭和1i６年〉

２月９日第３２回例会開催
６月８日第33回例会開催
１１月９日第47回総会開催
役員会頭血脇守之助
（ただし昭和18年４月29日からは奥村鶴吉）

副会頭平井四季次，四方嘉治郎

幹事藤枝義男，石川佐一，佐藤泰三，
谷圀輝，成田俊馬，小椋善男，
斎藤久，斎藤嘉一郎，長尾喜景，
神翁広芳，渡辺昌夫，日恵方良範

1942年（昭和１７年）
２月８日第３３回例会開催

遠藤至六郎先生逝去
４月１９日第３４回例会開催
６月１４日第３５回例会開催

１１月１４日第50回総会

母校と同窓会共催の戦没同窓慰霊祭挙行

役員会頭奥村鶴吉
1944年（昭和１９年）

１月同窓会主催の医療救護修練会開催

２月３日本校同窓会，連合同窓会の「歯科医師を医師とする議に関す

る請願」に参加せず，医歯一元論に組せず
３月５日第38回例会開催
５月１４日第38回例会開催

１１月３日全国支部長及び都下評議員会を開催，この会合を以て総会に
代える，母校と同窓会共催の戦没同窓慰霊祭挙行

1945年（昭和20年）

１２月６日第５１回総会開催

同窓会及び同窓家族戦没者法要挙行

役員会頭奥村鶴吉副会頭榎本美彦，若葉清

１１月８日第48回総会開催
1943年（昭和１８年）

幹事入江義次，市川鶴男，原一学，大井情，渡辺昌夫，
風間又四郎，鹿島俊雄，神翁広芳，米沢和－，村瀬正雄，

２月１１日第49回総会開催（臨時総会）

松井隆弘，平林恒夫

２月１１日第36回例会開催
４月２９日奥村鶴吉校長同窓会会頭就任
６月２０日第３７回例会開催

1943年（昭和１８年）

１月２８日国民医療法に基づく日本歯科医師会設立認可
血脇守之助先生，日本歯科医師会会長に就任

４月２９日奥村鶴吉教授校長就任式挙行，血脇守之助校長４月１日付を以て校長辞表提出

血脇守之助先生名誉校長推戴式挙行
1944年（昭和１９年）

６月２３日歯科学報発行停止を涙を呑んで決議（在京評議員会）

欝鱗騨鍵鵜鐵馨鯵鱗霧鯵蟻鐇議霧鯵懸鱗鯵鱗霧鍵霧蟻霧霧欝鍵霧鯵霧霧霧鱗鯵鯵鯵蟻鶏鐵鶏蟻霧懲鱗鯵霧霧霧霧鱗鯵鯵鱗謬織瀞霧鯵鱒霧霧霧

1941年（昭和１６年）1945年（昭和20年）
３月１日国民学校令公布８月１５日ポツダム宣言受諾，終戦
１２月８日太平洋戦争勃発

1942年（昭和：７年）
１月９日学徒勤労動員開始
1943年（昭和１８年）
５月登呂遺跡発見

７月１日東京都制実施
1944年（昭和１９年）

８月学童集団疎開実施学徒動員令女子挺身勤労令
鍵:露露蕊鬮i鰯露蕊露鬮露…鰯露麹騨露鰯…Ｉ翻轟ii鰯鬮醗鰯

ポツダム会談

東京歯科医学専門学校同窓会時代・東京歯科大学同窓会時代

…鬮鰯鶴騨…蕊獺圏騨蕊鬮￣！

1946年（昭和21年）1949年（昭和24年〉
６月３０日第３９回例会開催１月２３日田中元氏，衆議院議員選挙に
１１月３日第５２回総会開催，従来の東京歯科医学当選（２期）
専門学校同窓会を東京歯科大学同窓会と２月２０日第44回例会開催
改称，会則大改正５月２９日第45回例会開催
1947年（昭和22年）１１月３日第55回総会開催

榎本美彦教授同窓会会頭に選出

３月２日第40回例会開催

５月１７日奥村鶴吉学長東京歯科大学同窓会会頭
に選出される
６月

同窓会年表

される。花澤鼎教授彰功式

役員会頭榎本美彦
副会頭鈴木重五郎，若葉情，

役員会頭奥村鶴吉副会頭榎本美彦，若葉清
幹事入江義次，市川鶴男，原一学，大井清，
大久保信一，加藤倉三，鹿島俊雄，
佐々木重衛門，米沢和-，村瀬正雄，
高木圭二郎，鈴木録二
７月２７日第４１回例会開催
１０月２０日東京歯科大学同窓会報(第１号)発行
１１月９日第５３回総会開催
1948年（昭和23年）
２月２２日第４２回例会開催
６月２０日第43回例会開催

堀内清

幹事高橋成章，市川鶴男，原一学，
大井清，鳴神輝，加藤倉三，
鹿島俊雄，佐竹健造，
大泉豊太郎，田村八郎，
高木圭二郎，鈴木録二
１９５０年（昭瀦25年）

３月２１日第46回例会開催
７月２日第47回例会開催

１１月３～５日第56回総会開催

１１月３日第５４回総会開催

学術大講演会

1946年（昭和21年）

７月１９日東京歯科大学設置認可，奥村鶴吉教授初代学長となる
９月１１日第１回予科生入学式挙行，花澤鼎教授初代予科長となる
１２月１日東京歯科大学市川病院開院，花澤鼎教授初代院長となる

東京歯科大学
一般歯科年表

1947年（昭和22年）
２月２４日血脇守之助先生逝去（３月８日大学葬）
1949年（昭和24年）

８月１５日東京歯科大学歯科衛生士学校設置認可
杉山不二教授初代校長となる
1950年（昭和25年）
２月２２日花澤鼎教授逝去

１１月３～５日母校創立60周年記念式典・午餐会
学内一般開放，展覧会
騨欝霧鱗霧霧騨議霧霧鯵鯵鶴霧霧鑛霧露霧霧霧霧総鯵鶏霧霧霧霧鐸懲鯵鯵鱒霧轤欝鱗欝鯵蟻霧霧霧畿霧懲懲轤鱒懲霧霧懲織霧轤鯵騨懲鍵謬織

1946年（昭和21年）

社 会 情勢

２月１日第１次農地改革一部施行（４月１日全面施行）

１１月３日湯川秀樹ノーベル物理学賞受賞

５月１日メーデー復活

1950年（昭和25年）

１１月３日日本国憲法公布

１月１日満年齢実施

1947年（昭和22年）

４月１５日公職選挙法公布

８月９日水泳の古橋広之進選手，400ｍ自由形で世界記録樹立
1948年（昭和23年）
６月２８日福井県大地震

１１月１２日極東国際軍事裁判判決
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1949年（昭和24年）

６月２５日朝鮮戦争勃発

ⅡＷ⑤～DSS
1951年〈昭和26年）

２月１７日第48回例会開催
６月２４日第48回例会開催

１１月３日第５９回総会開催

役員会頭榎本美彦副会頭田村一吉，入江義次，芳鐘激

幹事井上眞，小出圭三，長塚勇，斎藤久，白川亨，
関根永滋，鹿島俊雄，鈴木貞一，鈴木鐘美，津田信童，

１１月３日

役員会頭榎本美彦

副会頭田村一吉，入江義次，芳鐘激
幹事井上眞，本間守中，松川勝吉，
大井情，村越一雄，加藤倉三，
鹿島俊雄，榊原悠紀田郎，鈴木鐘美，
津田信重，山本義茂，吉川大三
１１月１１日第５７回総会開催
1952年（昭和27年）

２月２４日第５０回例会開催
６月２９日第５１回例会開催
７月～８月夏期講習会開催
１１月３日第５８回総会開催
1953年（昭和28年）
２月２２日第６２回例会開催
６月２１日第63回例会開催
７月～８月夏期講習会

高橋庄二郎，山本爲之

監事原一学，中村恒吉
1954年（昭和29年）

２月２１日第64回例会開催
６月１０日第65回例会開催
７月～８月夏期講習会

１１月1,2,3日第60回総会開催

同窓会創立60周年記念大会及び奥村鶴吉学長謝恩会開催
1955年（昭和30年）

２月２７日第66回例会開催
６月１９日第67回例会開催

１１月３日第６１回総会開催

役員会頭榎本美彦副会頭市川鶴男，九津見肇，芳鐘激
幹事井上眞，斎藤亮治，藤江義三，斎藤久，白川亨，
関根永滋，鹿島俊雄，鈴木貞一，中村正夫，宮下清，
高橋庄二郎，渡辺冨士夫
監事原一学，中村恒吉

1951年（昭和26年）

３月５日私立学校法により本学は学校法人へ組織変更認可
（申請１月２０日，登記完了３月２６日）
1952年（昭和27年）

糟

２月２０日学校教育法による新制歯科大学となる

一

森”’2￣

1953年（昭和28年）

…人劇矧鋼御屡

８月１０日歯科医師法第五次改正により，

（四ｍ=げ年'月二つ日付で⑨酌らつにﾛ…Ａｒ

束i輪科樗｡…人麹wツチ･画･画唾

歯科医師による死亡診断書交付認められる

“■■エリ勺笠月少し、

……瑠興

1955年（昭和30年）

１月２０日東京歯科大学進学課程の設置認可

６月１９日東京歯科大学大学院建設委員会第１回全国実行委員会
学校法人への
組織変更認可証

ド轤鯵蟻鯵鑛鯵鱒蟻鯵霧鱗鯵轤鍵鐇鯵鶴鰻欝霧鱗霧霧鐵鯵懲蟻籍鵜殿響鱗霧霧鯵驫霧霧蕊霧霧議騨鯵蟻鯵霧鯵騨霧霧鱸謬蟻霧欝鱗鍵霧霧鰻瀞蟻

1951年（昭和26年）

９月８日対日平和条約，日米安全保障条約調印
1952年（昭和Z7年）
７月１日住民登録実施
1953年〈昭和28年）

1954年（昭和29年）

７月１日防衛庁，自衛隊，警察庁発足
糊55年紹和3C年）

８月６日第１回原水爆禁止世界大会（広島）
、乏寿リム匠古ノ

》

２月１日ＮＨＫテレビ本放送開始（東京地区）
８月２８日日本テレビ本放送開始（民放初）

第１回原水爆禁止世界大会（広島）
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東京歯科大学同窓会時代
1956年（昭和31年）
２月１９日第６８回例会開催
６月２４日第69回例会開催
１１月３日第６２回総会開催

同窓会年表

1957年（昭和32年）
２月２４日第７０回例会開催
４月２５日同窓会主催の石河理事長，
福島学長就任祝賀会開催
６月２２日第７１回例会開催
１１月３日第63回総会開催，
新会頭に西村豊治氏選任される
役員会頭西村豊治
副会頭井上眞，九津見筆，
池田明治郎

幹事大橋忠，鵜養弘，岡本伝，
大井清，白川亨，加藤倉三，
鹿島俊雄，重浦清治，中村正夫，
田村八郎，木村哲男，北村宗久，
監事中村寅蔵，沢口源作
1958年（昭和33年）
２月２３日第７２回例会開催

１１月３日第64回総会開催

1959年（昭和34年）
２月２２日第７４回例会開催

６月２日鹿島俊雄氏，参議院議員選挙に当選(3期）
６月２１日第７５回例会開催８月夏期講習会
１１月３日第65回総会開催
河村弘氏新会頭に選任される
役員会頭河村弘
副会頭片山清一，田丸将士，萩原義雄

幹事安嶋宣忠，赤塚康太郎，天野博徳，
小谷虎次郎，斎藤寛三郎，関根永滋，
堤敏郎，重浦清治，塙真一，
大内英男，松山茂樹，佐藤徹一郎
監事高北義雄，地挽鐘雄
1960年（昭和35年）
２月２６日第76回例会開催
６月１８日河村弘会頭辞任,矢崎正方新会頭誕生
役員会頭矢崎正方
副会頭片山清一，田丸将士，萩原義雄
幹事安嶋宣忠，木村吉太郎，天野博徳，
小谷虎次郎，斎藤寛三郎，関根永滋，

響庭格太郎，重浦清治，塙真一，
高橋敬文，見明清，佐藤徹一郎

６月１５日第73回例会開催
７月～８月夏期講習会再開

1957年（昭和32年）

水道橋校舎新館落成・
大学院開設の記事
(東京歯科大学同窓鈴報）

１月８日水道橋校舎新館起工式

２月１５日奥村鶴吉理事長・学長退任（３月１５日名誉会長)，

理事長に石河幹武氏，学長に福島秀策先生就任
1958年（昭和33年）

東京歯科大学

一般歯科年表

３月２５日大学院歯学研究科設置認可さる

初代研究科長は渡辺悌教授

６月１４日水道橋校舎新館完成，大学院開設記念式典
1959年（昭和34年）

２月４日奥村鶴吉前学長逝去（２月１７日大学葬）
1960年（昭和35年）
１０月１日第１回東京歯科大学学債募集
１１月６日母校創立70周年記念式典・
奥村鶴吉先生胸像除幕式・祝賀会

水道橋校舎新館落成式・
大学院開設記念式典

噸舞蕊露r･汀}い,.､寧璽趣壌麹鰯癖田露8泊騒靭ｉ
Ｗ鋪一魯休な旬凶辛突曾愛下野戎119竺彩･←ザイＢｉ狂

鯵鯵織霧霧鯵謬懲霧懲鯵鱗欝蟻鯵鯵鯵鯵霧鯵霧鯵蟻霧鯵総鯵鯵鯵鱒鯵霧轤懲霧霧欝鱗霧鯵織鯵霧霧霧霧霧鵜殿霧露鯵騨霧鍛轤霧霧欝鶴霧鱒霧轤

1956年（昭和31年）
２月１９日「週刊新潮」創刊

社 会 情勢

1957年（昭和32年）

1960年（昭和35年）

１０月１日国連総会で日本は

２月２３日浩宮ご誕生

安全保障理事会非常任理事国に当選
1958年（昭和33年〉
１２月１日１万円札発行

１２月２３日東京タワー完工式
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1959年（昭和34年）

４月１０日皇太子明仁，正田美智子さんとご成婚

６月１９日安保阻止国会包囲デモ，新安保条約
自然成立

Ⅱ９５⑤～〃術
1963年（昭和38年）

監事高北義雄地挽鐘雄
６月１９日第77回例会開催

１１月６日第66回総会開催,会則大改正,物故会員慰霊祭

196↑年（昭和36年）

３月２日中丼武一郎同窓会長逝去，田丸副会長代行に決定
３月１７日故中井会長同窓会葬６月２３日同窓会主催講演会開催
７月１５日～２７日夏期講習会

１１月１０日第69回総会開催，田丸将士氏会長に選任される

１月２８日第78回例会開催（真実は68回）
７月１５～２６日夏期講習会
１０月２４日同窓会主催講演会開催

１１月１２日第67回総会開催,中井武一郎氏会長に選任される

1962年（昭和37年）
１月１日役員

会長中井武一郎副会長片山清一

田九将士(昭和38年３月２日より会長代行)，萩原義雄，菅野修
理事安鴫宣忠，北村勝衞，天野博徳，小谷虎次郎，
後藤芳郎，清信静夫，井上久男，重浦清治，
塙真一，田辺明，見明情，佐藤徹一郎，
景山博水

1964年（昭和39年）
１月１日役員
会長田丸将士

副会長大井清，荒谷龍，菅野修

理事高木昂、松宮誠一，天野博徳，五十嵐堯昭，後藤芳郎，
山崎数男，井上久男，山本爲之，塙真一，田辺明，
渡辺冨士夫，長谷川二郎，吉木周作，高橋重雄，宝田忠

監事永田令蔵，中久喜八十
２月２３日同窓会主催講演会開催
６月２１日同窓会主催講演会及び臨時総会開催
７月１２日～２３日夏期講習会１１月８日第７０回総会開催

1965年（昭和40毒）

監事高北義雄，春原定栄
２月１２日西村豊治元会頭逝去
２月１８日,６月２４日同窓会主催講演会開催

２月２１日２月講演会３月台湾支部結成される
５月１４～１５日同窓会創立70周年記念祝賀大会

７月８日浅井亨氏，参議院議員選挙に当選（2期）

７月１６日～２８日夏期講習会
１１月１１日第68回総会開催

７月１２～２８日夏期講習会
１０月１０日～31日日曜セミナー(全４回）
１１月７日第７１回総会開催

一
1961年（昭和36年）

４月１日杉山不二教授東京歯科大学歯科衛生士学校長を辞任，関根永滋教授
第２代校長に就任

1963年（昭和38年）

２月１７日花澤鼎先生胸像除幕式並びに贈呈式挙行
８月１５日同窓及び大学関係戦没者追`悼式挙行
1964年（昭和39年）

７月１日第２回東京歯科大学学債募集
1965年（昭和40年）

５月３１日福島秀策教授学長退任

６月１日杉山不二教授学長に就任，大井情教授副学長に，北村勝衞教授
学監に，松宮誠一教授大学院研究科長に就任

鰯鱒鱗鯵鍵霧鱗鰺鯵鯵霧鯵霧霧蟻綴謬鶴霧鯵鯵鍵霧蟻懲鱒鱒鍵懲鑪鱒鍵懲蟻轤綴霧鯵霧欝霧鯵霧鍵霧鯵鯵

1961年（昭和36年）1965年（昭和40年）
９月１日日本赤十字社，愛の献血運動開始１月１１日伊豆大島大火

1962年（昭和37年）３月６日山陽特殊製鋼(株)倒産

９月１３日サリドマイド系睡眠薬の販売停止３月１８日ソ連人類初の
1963年（昭和38年）宇宙遊泳に成功
１１月２２日Ｊ・Ｆ･ケネディ米大統領暗殺６月２２日日韓基本条約調印
1964年（昭和39年）７月５日吉展ちゃん事件解決(遺体発見）
１０月１０～２４日オリンピック東京大会開催１０月２１日朝永振一郎
ノーベル物理学賞受賞
１１月３０日礼宮ご誕生

本学前を通過するオリンピック聖火
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東京歯科大学同窓会時代
1965年（昭和鯛年）
１月１日役員会長田丸将士

副会長大井清，塙真一，武藤実，渡辺茂

理事天野博徳，五十嵐堯昭，大橋忠，後藤芳郎，小林一郎，高木昂，高橋重雄，
宝田忠，田辺明，福岡明，松宮誠一，山崎数男，山本爲之，渡辺冨士夫
監事永田令蔵，中久喜八十
２月２０日２月講演会

５月２９日,６月１２日日曜セミナー（全２回）
６月１９日６月講演会

７月１１～２７日夏期講習会

同窓会年表

９月９日同窓会基礎強化委員会発足

１９６７年（昭和魂年）
１月２９日浅井美幸夫氏，

衆議院議員選挙に当選（9期）

１０月９日会員大懇談会開催於椿山荘

２月１９日２月講演会

１１月３日福島秀策前学長動二等瑞宝章受章

３月１９日～１２月１７日日曜セミナー（全９回）

１１月１２日評議員会支部長会

５月１４日同窓叙勲者，受章者

１１月１３日第７２回総会開催

顕彰祝賀会開催（於帝国ホテル）
６月１８日６月講演会
７月１７～２２日夏期講習会

１１月１１日評議員支部長会開催，

福島秀策先生会長に選任される
第73回総会開催

1966年（昭和41年）

４月１日小児歯科学講座（講座主任町田幸雄教授）新設される
８月２９日斎藤久名誉教授逝去（９月，日大学葬）
１１月５日「血脇守之助傳」調査委員会招集（非公式）
1967年（昭和42年）

東京歯科大学

４月１日病院長交替，関根永滋教授病院長に就任

一般歯科年表

鱗鰯蟻懲鯵＃

鵜鯵鐵鰺馨総鯵霧鯵謬鯵鯵鱗鱒籍鯵鍵鯵鯵鯵霧露鯵蟻鯵騨霧蟻懲鯵轤鍵霧蟻轤霧霧露

1966年（昭和41年）
１月１１日三沢市の大火

２月３日ソ連のルナ９号月面軟着陸にはじめて成功

２月４日羽田沖で全日空機墜落

社 会 情勢

３月４日羽田空港でカナダ航空機炎上
３月５日富士山付近でＢＯＡＣ機墜落

３月１５日千葉大鈴木医師の集団チフス事件
８月５日田中彰治代議士逮捕
９月２５日台風26号関東・中部地方襲う
１１月１３日松山沖で全日空ＹＳ１１型機墜落

240

羽田沖で全日空機墜落

鱒67年（昭和42年）
４月１５日美濃部氏都知事に当選
７月７～１０日西日本に集中豪雨

７月１３日コラーサニ世号，太平洋横断成功
１０月２０日吉田茂元首相死去（１０月３１日国葬）

Ⅱ〃⑰～Ⅱ9砂
1968年（昭和43年）

1969年（昭和44年）

１月１日

２月２３日２月講演会

役員会長福島秀策

４月２０日～１２月１４日日曜セミナー（全８回）

副会長井上眞，武藤実，渡辺茂

理事安嶋宣忠，阿保喜七郎，遠藤荘三郎，大多和彦吾，
木村吉太郎，後藤芳郎，佐々木達夫，佐藤貞勝，

高木圭二郎，高橋重夫，宝田忠，山本爲之，横須賀篇，
渡辺冨士夫

６月２２日６月講演会
７月１４～１９日夏期講演会
９月１３日渡辺茂副会長逝去
１０月１０日大阪において同窓会懇親会を本会と

大阪府支部とで共催

監事大塚豊美，大西栄蔵

１１月８日評議員支部長会，福島秀策会長再選される

２月１８日２月講演会

１１月９日第７５回総会開催，会則改正決まる

４月１６日小野寅之助氏逝去

（主な改正点：ブロック制の確立，地方在住
理事の増員，評議員の比例代表制の実施）

５月１９日～１２月２２日

日曜セミナー（全７回）
６月２３日６月講演会

同窓会旗の製作きまる

１２月１０日福島会長市川病院に入院，

７月１５～２３日夏期講習会

会長代理に大井清副会長

１０月２３日山岳部ＯＢによる南米
ペルーのアンデス遠征

隊「アキルポ」の登頂
に成功して無事帰朝
１１月９日評議員支部長会
１１月１０日第７４回総会開催

ペルーアンデス遠征隊

1968年〈昭和43年）

４月１日歯科麻酔学講座（講座主任中久喜喬教授）新設される

６月１日杉山不二学長再選，副学長，大井情教授
学監北村勝衞教授大学院研究科長松宮誠一教授

東京歯科大学創立80周年記念並びに血脇守之助先生生誕100年
記念事業企画委員会（略称記念事業企画委員会）
（委員長入江義次氏）発足
１１月２５日杉山不二学長第８期日本学術会議会員選挙に当選
１２月１０日社会歯科学研究室（主任高木圭二郎教授）設置される
1969年（昭和44年）

４月１７日東京歯科大学と台北医学院姉妹校調印（昭和44年４月１５日～昭和50年４月１４日）
５月２９日井上眞氏大学法人理事に就任
７月２５日東京歯科大学広報第１号発行
騨鍵鯵織霧鶴霧鍵騨鯵鱒鍵騨鍵鱗驫蟻霧鱒鐵霧露鯵騨霧鱒騨鱒鯵欝驫蟻織懲鱗鯵鱗鰯鱒鱒鱗霧鱗霧霧鯵鯵醗蟻鱒鯵総鯵鱗瀞鯵鯵鱒謬露鯵鱗鱒

1968年（昭和43年）

２月２１～２４日寸又峡ライフル魔事件

６月２６日小笠原諸島，２３年ぶりに返還

８月８日日本初の心臓移植，患者は１０月２９日死亡1969年（昭和44年）

８月１８日飛騨川バス転落`惨事１月１９日東大安田講堂占拠の学生排除
８月２０日ソ連・東欧５カ国軍がチエコに侵入に8,500人の機動隊出動

１０月１７日川端康成氏ノーベル文学賞受賞４月１８日紀宮清子内親王ご誕生

１０月１２～２７日メキシコ五輪５月２６日東名高速道路全開通
１２月１０日３億円強奪事件７月２０日米アポロ１１号月面「静かの海」に着陸，
月面に人類の第一歩

2４１

東京歯科大学同窓会時代
1970年〈昭和45年）
１月１日役員会長福島秀策

副会長大井情，井上眞，高木健吉，林武夫
常任理事安嶋宣忠,木村吉太郎，木村哲男，佐藤貞勝，坂登輝夫，
津島秀雄，清藤志郎，高木圭二郎，長岡寛伯,並木俊雄，
福岡明，山崎文男，山本爲之，渡辺富士夫

理事九津見侃，高田直秀，斎藤静三，正岡建夫，津島邦俊，
藤井正毅

同窓会年表；

監事大塚豊美，大西栄蔵1971年（昭和46年）
２月２２日２月講演会１月２４日～１０月２４日日曜セミナー（全５回）
４月２６日全国支部長会開催１月２７日大井清副学長（副会長）逝去
５月１７日～１２月１３日日曜セミナー(全８回）２月７日臨時評議員会開催，福島秀策会長辞任，
６月２１日６月講演会井上眞副会長会長に就任,副会長に斉藤
大井情副会長入院，会長代理に

静三，高橋初太郎,常任理事に高橋重夫，

井上眞副会長就任，同窓会会則監事に山本糧三の各氏が新任される
施行細則制定５月２８日～９月１７日金曜セミナー（全２回）
７月１３～25日夏期講習会６月２０日６月講演会
１１月２日大西栄蔵監事(国立予防衛生研究７月１２～１７日夏期講習会
所歯科衛生部長）逝去９月１６日小椋善男氏逝去
１１月８日第76回総会開催，１１月６日評議員会開催，井上眞会長再任される
１１月７日第７７回総会，会則一部改正される

1970年（昭和45年）１２月１０日榎本美彦名誉教授逝去(12月26日大学葬）
２月８日神奈川歯科大学栓垣学長葬儀１２月２６日高達名誉教授逝去
３月３日創立80周年記念並びに血脇守之助先生（昭和46年１月９日市川病院葬）
生誕１００年記念事業企画委員会案できる1971年（昭和46年）

４月１日長尾喜景教授大学病院長に就任１月２７日大井清副学長逝去(２月１６日大学葬）

東京歯科大学
一ｿＤＩＩ歯科年表

６月９日法歯学講座（講座主任鈴木和男助教授）５月３１日杉山不二教授学長退任

新設される６月１日河村弘，長尾喜景，高木圭二郎の

８月２５日市川病院増改築工事完成各氏大学法人理事に新任，福島秀策
８月３１日「血脇守之助傳」編纂委員会発足（４月１日に就任),小林富次郎，五十嵐
９月８日解剖別館増改築（西別館)落成式太伸の３氏大学法人顧問に就任
９月１９日南部実教授（進学課程生物学）逝去学長に関根永滋教授，副学長に松宮
（９月３０日大学葬）誠一教授就任

１１月８日母校創立80周年記念式典・祝賀会１０月１６日高山紀齋先生胸像除幕式
血脇守之助生誕100年記念式典（岡山歯科医師会館内）
霧霧鱒騨霧霧鯵鯵騨霧霧露霧霧鯵鯵蟻霧馨鯵霧鍵霧霧鱗鯵霧織騨鵜懲轤欝鐵鱒鐵欝鯵欝鯵轤霧鱒霧霧霧議鯵嬢霧鯵霧霧霧懲霧鐘鱒蟻轤露瀞蟻騨

197Ｇ年（昭和45年）
１月４日日本医師会医療費値上げ問題で全国一斉休診

６月１７日沖縄返還協定調印

３月１４日日本万国博覧会開催（大阪）

７月３日東亜国内航空ばんだし、号函館北方横

３月３１日赤軍派学生日航よど号を乗取る

社 会 情勢

６月１日医師会保険医辞退に突入

津岳で遭難事故

４月８日大阪ガス爆発惨事

７月２８日保険医辞退問題収拾

６月２３日日米安保条約自動延長

７月３０日岩手県雫石町上空で全日空機と自衛

８月１９日富士銀行不正融資事件発覚

１１月２５日三島由紀夫割腹自殺

1971年（昭和46年）
５月１４日大久保清逮捕(連続女性殺人事件）

隊機が空中衝突

８月１６日ドル・ショック（米国のドル防衛措置発表）
９月２７日～１０月１４日天皇皇后両陛下ご訪欧

１１月１１日川崎市で人工崖くずれ実験に失敗，
１５人生埋め死亡
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ＺＷＤ～Ⅱ９万
1972年〈昭和47年）

１月１日役員会長井上眞

副会長斎藤静三,高橋初太郎,花岡十之丞，加藤久二

常任理事阿保喜七郎，熱田俊之助，伊丹一男，海老原信，坂登輝夫，佐々木達夫，高木圭二郎，

中久喜喬，羽賀通夫，早速晴雄，三島平左衛門，村越或雄，山本義茂，山根照人
理事斎藤利世；鈴木芳信，長坂健一，正岡健夫，野上順平，穂積藤雄，橋上尚
監事宮下一郎，山本糧三

１月２９日矢崎正方元会頭逝去２月２０日２月講演会３月１５日井上裕後援会発足
５月１７日北多摩支部より武蔵野市支部分離（支部長江部易広）５月２４日上田貞三氏逝去
６月１０日故矢崎正方氏追悼会および追悼講演会開催６月２１日沖縄県支部結成（支部長永井長秀）
７月１５日神奈川県支部解消し，改めて次の１０支部誕生

横浜中央支部（池田喜夫)，横浜北部支部（岩本正三）横浜鶴見支部（山口保)，横浜南部支部（酒井惣一郎）
横浜西部支部（杉山忠直)，川崎支部（伊藤吉蔵）横須賀・鎌倉支部（高橋弥栄)，神奈11|湘南支部（三木洋）
神奈川西湘支部（高橋謙作)，神奈川相北支部（近藤昭）（注）カッコ内は支部長
７月１７～２７日夏期講習会１１月１７～２７日日曜セミナー

１１月１９日支部長評議員会，地域支部連合会会長連絡会開催，第78回総会開催
１１月２２日全国11地域支部連合会すべて結成終わる
1978年（昭和48年）

１月２１日～１１月２５日短期ポストグラデユエート・コース開催（全８回）
１１月２４日昭和48年度評議員会，井上眞会長再選，第79回定時総会開催

８月１８～３１日進学準備夏季セミナー開催

１０月２１日田中久兵衛氏大学法人監事に新任
１１月１日山本義茂教授大学病院長就任

１１月３０日松宮誠一副学長第９期日本学術会議会員に当選
1972年（昭和47年）

１月～２月松本，東北両歯科大学設置認可（内定）される
１２月１日市川病院新病棟竣工式
1973年（昭和48年）

５月３日石河幹武母校法人理事長逝去
６月１日鹿島俊雄先生母校法人理事長に就任
大学法人理事に田中久兵衛氏，

市川病院新病棟建設エ事

同監事に川上六馬氏が就任

鱒鯵鱗鯵鯵鐇謬騨鱒霧霧織議鯵鯵鐇懲鯵繊鯵騨蕊謬霧鱗霧蟻鯵鯵鯵鯵犠鯵蟻鑛鯵蟻霧鯵

騨鱒蟻霧鱗霧霧露簿蟻鱒

1972年（昭禾ﾛ47年）

１月ニセ医師事件続発により医師，
歯科医師の総点検を都道府県に指示
１月２４日グアム島で横井さん救出

２月３～１３日札幌五輪冬季大会２月２１日ニクソン米大統領訪中
５月１３日大阪千日デパートビル火災惨事
1973年（昭和48年）
５月３０日日本人ゲリラがテルアビブ空港襲撃１９１

田中内閣発足

７月７日田中内閣発足８
８月８日金大中事件

１０月２３日江崎玲於奈氏にノーベル物理学賞
９月５日パレスチナゲリラがイスラエル選手宿舎襲う１０
９月２０日～１０月１４日ミュンヘン五輪大会１２
1２月石油危機（オイル・ショック)，インフレ世界一

９月２５日田中首相訪中９月２９日日中国交正常化
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東京歯科大学同窓会時代
1974年（昭和49年）

１月１日役員会長井上眞

副会長林武夫，山本義茂，加藤久二，清藤志郎
常任理事阿保喜七郎，伊丹一男，早速晴雄，安嶋宣忠，村越或雄，山根照人，
海老原信，中久喜喬，三島平左衛門，熱田俊之助，佐々木達夫，
羽賀通夫，吉田浩，菊池豊
理事橋本尚，武田一，堤安,並木俊雄，穂積藤雄，北村実雄，

長坂健一，山脇弘，正岡健夫，野上順平，篠山幹一

監事山本糧三，高木圭二郎
７月１９日宮下一郎氏逝去

同窓会年表

稲毛校地緑化運動募金
自昭和49年至昭和52年
153件12,083,869円

８月８～２３日進学準備夏季セミナー開催
９月１０日福島秀策先生逝去（前会長）

１１月９日昭和49年度評議員会，第80回定時総会開催
同窓会創立80周年記念募金
(大学施設整備資金）

1975年（昭和50年）

協賛者4,655名

６月２２日学術講演会

S45.7～Ｓ57.8.31まで

１０億2,906万1,645円

８月２～１７日進学準備夏季セミナー開催
１１月８日第１回東京歯科大学卒後研修セミナー

（ＴＤＣ卒後研修セミナー）開催
１１月１５日同窓会創立80周年記念式典

１１月１６日昭和50年度評議員会，井上眞会長再選， 第８１回定時総会開催

1947年（昭和49年）

４月６日市川グラウンドの体育館落成
５月２７日関根永滋学長再任される

１０月２日福島秀策先生大学葬

１０月２２日石河幹武前理事長追悼式・胸像除幕式

東京歯ｲﾋﾞﾘ大学

１１月１１日鹿島俊雄先生郵政大臣に就任

１２月１日松宮誠一教授日本学術会議第10期会員に当選

一般歯科年表

稲毛歯科診療所

1975年（昭和50年）

４月１０日東京歯科大学稲毛歯科診療所開所（所長長谷川正康教授）
５月２９日山本義茂教授法人理事に就任
８月１日厚生省歯科衛生課長に能美光房氏就任

露霧鱗騨霧懲鯵鯵鋒蟻懲霧鯵鯵鑿霧鯵露鱒懲鯵鱗鯵鵜欝鯵霧鵜鯵蟻鯵霧霧騨鍵轤懲蟻灘鯵蟻籍霧鯵霧轤霧鯵霧鱗鯵霧鐇霧鐵鯵鐵鯵蟻騨欝鯵瀞篭

1974年（昭和49年）
８月８日ニクソン米大統領辞任

３月１０日新幹線岡山一博多まで開通（東京一博多全通）
４月１日サイゴン政府降伏５月７日エリザベス１世英女王夫妻来日

８月30日東京丸の内三菱重工業本社爆破事件

６月３日佐藤栄作元首相死去

３月１０日小野田元少尉の救出

社 会 情勢

1975年（昭和50年）

１０月８日佐藤栄作元首相,ノーベル平和賞受賞
１１月１１日第三次田中内閣発足

７月１９日沖縄国際海洋博覧会開催８月28日興人(株)倒産
９月３０日天皇皇后両陛下ご訪米

１１月１８日フォード米大統領来日

１０月３１日天皇皇后両陛下初の公式記者会見

１２月９日田中内閣総辞職三木内閣発足

１１月２６日～１２月４日公労協がスト権スト

１２月１０日３億円事件ついに時効成立
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Ⅱ９刀～ＺＷ８
1976年（瑠和瞬年）１月１日役員
会長井上眞副会長高木健吉，林武夫，山本義茂，清藤志郎坂本豊美

常任理事安嶋宣忠，村越或雄，坂寛，関口恵造，今村嘉孝，海老原信，中久喜喬，熱田俊之肋，杉山邦夫，中野年朗，
佐々木達夫，梅田昭夫，羽賀通夫，菊池豊

理事橋本尚，武田一，栗原正三，並木俊雄，森壱郎，宇佐美達，室橋春雄，林幹雄，藤原一郎，正岡健夫，野上順平

監事山本糧三，高木圭二郎
１月１０日～１０月９日卒後研修セミナー（全１０回）1978年（昭和53年）１月１日役員
７月３１日～８月１５日進学準備夏期セミナー開催会長井上眞

１０月２６日成冨治男氏逝去副会長高木健吉，河邊清治，板垣正太郎，安嶋宣忠，清藤志郎

１１月20日学術講演会（正木正先生）常任理事村越或雄，坂寛，福本忍，関口恵造，今村嘉孝，中久喜喬，
１１月２１日昭和５１年度評議員会，熱田俊之助，杉山邦夫，白川尚，中野年朗，佐々木達夫
第８２回定時総会開催梅田昭夫，菊池豊，溝上隆男
１２月１０日井上裕氏，衆議院議員選挙当選（1期）理事松川健二,宮田欣一，田辺丼三雄,並木俊雄,朝波篇,徳山貞長，

1977年（昭和52年）青木康三，林幹雄，財満史郎，正岡健夫，野上順平

１月22日～９月１０日卒後研修セミナー（全９回）監事滝義胤，高木圭二郎
５月２８日学術講演会（林雄二郎氏）１月２１日～１０月７日卒後研修セミナー（全８回）
７月３０日～８月１４日進学準備夏季セミナー開催１月２２日饗庭格太郎氏逝去２月３日大塚豊美氏逝去
１０月１６日歯科医学会総会時の東歯大同窓会懇親会２月１０日宝田清重郎氏逝去２月１４日荒谷龍氏逝去
１１月１０日林武夫同窓会副会長逝去３月１１日榊原勇吉氏逝去６月１１日学術講演会（石本忠義氏）

１１月１２日昭和52年度評議員会６月１７日榊原勇吉名誉会員追`陣会６月２０日三輪源七氏逝去

井上眞会長再選，第83回定時総会開催１１月１９日昭和53年度評議員会，第84回定時総会

1976年（昭和５１年）

５月２２日関根永滋学長逝去（６月１５日大学葬）

６月１日松宮誠一学長再任，副学長高木圭二郎教授，
学監金竹哲也教授,大学院研究科長上條雍彦教授

６月１２日堀江錘一名誉教授叙勲祝賀会（勲三等旭日章）

１０月１５～１８日第１４回日本歯科医学会総会（本学主管）

７月２３日松宮誠一教授，学長に就任

１０月３１日山本義茂東歯大病院長，任期満了により退任

１０月２６日堀江銑一名誉教授逝去

１１月１日高橋庄二郎教授，東歯大病院長に就任

１２月１１日市川病院創立30周年記念式典開催

１１月３日鹿島俊雄理事長勲一等瑞宝章叙勲

１２月２４日東京歯科大学歯科衛生士学校が「東京歯科大学

１２月１日山本義茂名誉教授，日本学術会議第１１期会員に

歯科衛生士専門学校」として認可される
１２月２８日米澤和一名誉教授逝去

（昭和52年１月２０日微生物学教室葬）
1977年（昭和52年）

１月２８日山崎数男氏日本歯科医師会会長に就任

当選，大韓民国延世大学校歯科大学と姉妹校締結
1978年（昭和53年）

１月１７日鹿島俊雄理事長叙勲祝賀会
４月１日山崎数男氏日本歯科医師会会長に再選

５月２３日校旗・校歌制定50周年記念式典
１０月２６日血脇守之助先生謝恩之碑除幕・移転式

騨鯵鯵瀞霧鯵轤鯵霧霧鯵霧鯵鯵謬霧鯵霧鯵鱗霧鯵霧鍵鵜議鱗蟻霧蟻鯵鯵霧鱒謬鯵鯵懲蟻鯵霧鯵霧鯵鍵欝蟻霧鑛騨鍵鰯織懸織蟻霧鱒繊鑛鯵鰻鱗霧

1976年（嚇脚年）1977年〈昭和52年）
１月８日周恩来中国首相死去８月１日歯科医療費の９６％値上げが実施１月27日ロッキード疑獄，丸紅ルート初公判，
１月25日郵便料金値上げ８月27日初の遺伝子合成に成功東京地裁で開かれる
１月３１日鹿児島で五つ子誕生（米マサチューセッツエ科大）２月２３日我国初の静止衛生「きく２号」打ち上げ
２月４日ロッキード事件発覚９月６日ソ連ミグ25函館空港に８月７日有珠山大爆発

４月９日武者小路実篤氏死去強行着陸（９日，米へ亡命）９月３日王貞治，756号ホームラン世界一を達成
６月25日新自由クラブ結成毛沢東主席死去９月27日米軍,ファントムジェット偵察機が川崎市で墜落
７月４日米国建国200年の独立記念祭１０月29日山形県酒田市で大火９月２８日日航機ハイジャック，拘留中の赤軍派の釈放を要求
７月１７日モントリオール五輪開催１１月１０日天皇在位50年記念式典１１月２４日円急騰１ドル240円を割る
７月２０日米国火星探測機１２月２４日福田剋夫内閣成立１２月２５日喜劇王チャールズ・チヤップリン死去

「バイキング1号」火星に軟着陸
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東京歯科大学同窓会時代
1979年（昭和54年）
１月２０日～１０月２７日

卒後研修セミナー（全９回）

４月１日同窓会創立80周年記念募金開始

監事滝義胤，高木圭二郎

４月１４日菅野修氏逝去

２月１日高木健吉副会長逝去

４月１５日大橋忠氏逝去

２月１６日～９月２７日卒後研修セミナー（全７回）

７月２６日北村宗久氏逝去

３月２１日副会長に阿部鋭夫氏就任

７月28日～８月１２日進学指導セミナー開催

４月９日「井上眞先生に感謝する会」開催
４月１１日学術講演会
７月８日関口恵造氏参議院議員選挙に当選（2期）

１１月１７日昭和54年度評議員会，
第８５回定時総会開催

同窓会年表

理事松川健二，鴫中豊彦，荒井栄，海老原信，
伊藤哲，清水潮，白崎源有，林幹男，
森戸弥助，馬嶋博，野上順平

河邊清治副会長新会長に選任される

井上眞前会長名誉会長に推戴される

井上裕氏参議院議員選挙に当選（3期）
７月２６日～８月１０日進学指導セミナー

１１月２６日村瀬正雄氏逝去

１０月１６日神野長太郎氏逝去

1980年〈昭和55年）１月１日役員

１１月１４日入江義次氏逝去

名誉会長丼上眞会長河邊清治

１１月１９日小林与兵衛氏逝去

副会長高木健吉，伊丹一男，板垣正太郎，
安嶋宣忠

１１月２２日昭和55年度評議員会,第８６回定時総会開催
副会長に正岡健夫氏選任される

常任理事関口敏彦，福本忍，関口恵造，
中久喜喬，熱田俊之助，杉山邦夫，
天野恵，佐々木達夫,津島秀雄，
中村泰之,菊池豊，浜野伸彦，

常任理事関口恵造氏辞任される
同窓会会則施行細則改正

溝上隆男，福島直

1979年（昭和54年）

２月７日渡辺悌名誉教授逝去

２月２４日「血脇守之助傳」発刊
東京歯科大学大学院歯学研修科
創立20周年記念式典・祝賀会

東京歯科大学
一般歯科年表

３月２日東京歯科大学千葉校舎起工式
５月１日加藤元一名誉教授逝去

７月１６日上條雍彦教授（解剖学）逝去（８月
１１日解剖学教室葬）

９月１５日東京歯科大学歯科衛生士専門学校
創立30周年記念式典・祝賀会

1980年（昭和55年）

３月１１日山崎数男氏日本歯科医師会会長に三選される

５月２４日法人理事田中久兵衛氏逝去

６月１日学長に松宮誠一教授再任，副学長に高木
圭二郎教授学監に金竹哲也教授,大学院
研究科長に田熊庄三郎教授

６月１７日上田喜一前教授逝去

９月１８日千葉校舎棟上式，祝賀会
１０月３日高山紀齋先生墓地改修供養

１２月１日山本義茂名誉教授
第１２期日本学術会議会員に再選

１１月２０日フロリダ大学との姉妹校締結の
協定書調印（日本時間１１／２１）
騨霧繊欝驫霧霧鯵霧鯵謬霧鯵驫鵜轤鯵鱗霧織懲鯵懲鐇欝懲議鐇鱗鯵露鯵鯵騨鱗鯵鯵欝鱗鯵鯵鍵懲鍵鱒霧霧霧霧霧霧霧騨霧鍵霧蟻鯵霧霧懲織鍛懸

1978年（昭和53年）７月１１日東名高速道路の焼津市日本坂トンネルで
２月診療報酬改訂歯科12.7％の引き上げ玉突衝突事故
が実施１１月金銀パラジウム合金の価格基準の改正

５月２０日新東京国際空港開港1980年（昭和55年〉

社 会 情勢

６月１２日宮城県沖地震３月歯科材料価格基準の一部改正が実施

８月１２日日中平和友好条約調印５月２７日華国鋒中国首相来日
１１月２１日江川問題で野球界大揺れ６月１２日大平正芳首相死去

１２月７日大平正芳内閣成立７月１７日鈴木善幸内閣成立

1979年（昭和54年）８月１６日静岡駅前で地下街ガス爆発
１月１３日国公立大学共通一次試験が初めて実施される１０月５日山口百恵引退公演
６月２８～２９日東京サミット開催
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Ⅱ９刀～Ⅱ9〃
1981年（昭和56年）

１月２４日～７月１１日卒後研修セミナー（全７回）
１０月６日正岡健夫副会長逝去

１１月６日昭和56年度評議員会，第87回定時総会，後援会開催
１２月１４日田丸将士元会長逝去
1982年（昭和57年）
１月１日役員

名誉会長井上眞会長河邊清治

副会長伊丹一男，山脇弘，板垣正太郎，安鴫宣忠，吉川大三

常任理事関口敏彦，福本忍，坂寛，大友仁，中久喜喬，
杉山邦夫，天野恵，佐々木達夫，梅田昭夫，津島秀雄，
菊池豊，浜野伸彦，溝上隆男，福島直
理事松川健二，齋藤昇，永井正弘，児玉良知，伊藤哲，
池上英雄，仲谷純三，平佐武郎，田本淳，馬鴫博，
野上順平

監事滝義胤，高木圭二郎
２月２０日～９月１８日卒後研修セミナー（全７回）

１１月１３日昭和57年度評議員会，後援会総会，第８８回定時総会開催

記念祭歌「薑に聟える」が披露された

１１月２４日河村弘元会長逝去

1981年（昭和56年）

1982年（昭和57年）

４月１日オーラルメデイシン講座（講座主任川島康教授）新設される

１月２３日松宮誠一学長叙勲祝賀会

５月２１日カロリンスカ大学歯学部との姉妹校協定の調印
６月３０日東京歯科大学千葉校舎完成

３月１１日山崎数男氏日本歯科医師会会長に四選される

７月１３日大森清弘教授（口腔外学科第一講座）逝去

９月１日体外授精センター，市川病院に開設

１０月１４日三笠宮崇仁親王殿下千葉校舎および病院をご視察

７月１５日東京歯科大学校舎引渡式

９月１日東京歯科大学水道橋病院発足式（東京歯科大学病
院を東京歯科大学水道橋病院と改称）
高橋庄二郎教授千葉病院院長に就任
長谷川正康教授水道橋病院院長に就任

９月４，５日東京歯科大学創立90周年記念学会（第２１４回総会）
１１月３日松宮誠一学長叙勲勲二等瑞宝章（11/，伝達式）
１１月７日東京歯科大学千葉校舎竣工式・祝賀会
１１月８日母校創立90周年記念式典・祝賀会

凍結受精卵による双子出産を報じる各紙

体外授精に成功、男子誕生

臘霧鯵霧霧霧鯵懲霧鯵馨殿鯵懲鱒欝霧鯵鯵蟻畿霧霧霧謬鱗霧鱗蟻鯵鯵霧騨霧霧霧霧蟻蟻織懲鯵懲霧鯵鯵霧鯵鐵謬鯵鯵懲騨鯵鯵霧蟻轤霧纏鯵鯵懲

ｆ981年（昭和56年）

２月２３日ローマ教皇ヨハネ・パウロ２世来日，２５日広島で平和アピール
３月２日第一次中国残留孤児47人来日
1982年（昭和57年）
３月２０日神戸ポートアイランド博覧会開幕
２月８日ホテルニユージヤパンで火災
５月１０日ポーランドのワレサ議長来日

１０月１６日北炭夕張新鉱でガス突出事故93人死亡

１０月１９日福井謙一，ノーベル化学賞を受賞

２月９日日航機羽田沖で墜落，死者２４人
４月１日500円硬貨発行

５月３１日趙紫陽中国首相来日
６月２３日東北新幹線大宮一盛岡間開業
１１月１５日上越新幹線大宮一新潟間開業
１１月２７日中曽根内閣成立
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騨麗露翻篭騨蕊鬮鰯騒騒鰯蕊蕊蕊鰯轤蕊鰯騨鰯鐇露

1983年〈昭和58年）
１月２１日片山清一氏逝去

１１月１３日昭和58年度同窓会評議員会,後援

２月２２日岡本清櫻氏逝去

会総会，次期会長に斎藤静三氏選

２月２６日～９月１０日卒後研修セミナー（全７回）

出される

８月８日井上眞名誉会長逝去

第89回定時総会

（Ｓ４６．２～５４．１２会長）

1984年（昭和59年）
１月１日役員

会長斎藤静三

同窓会年表

副会長山脇弘，板垣正太郎，五十嵐堯昭，安嶋宣忠，愛知正晴

常任理事坂寛，中久喜喬，三宅直晴，杉山邦夫，天野恵，鈴木裕，佐々木達夫，
梅田昭夫，津島秀雄，氏家英峰，菊池豊，櫻井善忠，溝上隆男，福島直
理事喜田正史，大浪美正，木津健夫，田中憲一，蒲宣雄，塩谷明，島秀雄，平佐武郎，
近常良孝，馬嶋博，野上111頁平

監事加藤久二，長谷川正康
１月１日熱田俊之助氏三後援会会長に就任

関口恵造氏法務政務次官に就任井上裕氏大蔵政務次官に就任
３月２４日～１０月２０日卒後研修セミナー（全７回）
４月２１日第１回後援会合同常任幹事会
１１月２３日昭和59年度同窓会評議員会，後援会総会，第90回定時総会

1983年（昭和58年）

１月２７日野口好之名誉教授逝去（市川病院葬１月29日出棺式）３月31日松宮誠一学長退任
４月１日松宮誠一前学長，名誉学長ならびに名誉教授の称号授与高木圭二郎副学長,学長職務代行に就任
６月１日斎藤静三氏，中久喜喬教授，学校法人理事に就任学長高木圭二郎教授，
副学長金竹哲也教授が就任。学監高橋庄二郎教授，大学院研究科長長谷川正康教授

東京歯科大学
一般歯科年表

千葉病院長中久喜喬教授，水道橋病院長関根弘教授がそれぞれ就任
７月１６日杉山不二名誉教授逝去（８月６日大学葬）東京歯科大学施設整備資金応募者芳名板除幕式
８月１７日延世大学校との姉妹校締結協定延長の調印式

１０月25日千葉校舎，建築業協会賞受賞１１月１１日テキサス大学との姉妹校締結協定の調印式
１１月１４～１９日第７１回ＦＤＩ総会・第１５回日本歯科医学会総会開催（東京）
1984年（昭和59年）

４月７日市川病院初の体外授精児（男児）誕生（日本で２番目）
５月２日鹿島俊雄理事長顕彰碑除幕式挙行
６月１日坂本豊美氏法人理事小川東洋男氏法人監事に就任
霧鯵鯵霧謬霧鯵霧鱗鯵鱗鱗霧蟻鍵霧畿畿霧総轤霧鯵露蟻霧騨霧霧霧霧鯵懲鱗鱗霧鯵鯵霧霧懲轤蟻鍛鱒鍛騨霧鍛霧霧鯵籍欝鱗欝鱗騨欝蟻馨懲懲懲

1983年（昭和58年）
１月１１日中曽根首相訪韓
２月１３日青木功，ハワイアン・オープン
ゴルフで優勝

社 会 情勢

２月１２日植村直己氏，北米マッキンリーの冬季
単独初登頂に成功，下山途中消息を断つ
３月１日歯科診療報酬１１％引き上げ

４月１５日東京ディズニーランド開園

５月２０日高見山引退

５月２６日日本海中部地震

７月２８日ロサンゼルス五輪開催

７月１５日免田事件，再審無罪判決

８月２１日フィリピンで，
アキノ元上院議員暗殺される

９月１日大韓航空機撃墜される

１１月９日レーガン米大統領来日
248

1984年（昭和59年）

９月１４日長野県西部地震

１１月１日一万円，五千円，千円紙幣新札発行

〃８３～Ⅱ98フ

露霞鬮一露蕊i露露一騨霞一蕊欝譲蕊霞

､985年（昭和60年）1987年（昭和62年）

２月４日長谷川慶蔵元副会長逝去２月２０日安嶋宣忠先生を偲ぶ会挙行
２月１６日～９月２１日卒後研修セミナー（全７回）２月２１日～９月１９日卒後研修セミナー（全７回）
２月２４日学術講演会（講師：行天良雄氏）１０月１６日第１回母校１日入学

３月１０日西村豊治元会長23回忌法要１１月２１日昭和62年度評議員会，後援会総会，第９３回定時総会

１１月１６日昭和60年度同窓会評議員会，
後援会総会，第９１回定時総会
同窓会創立90周年記念式典・祝賀会
1986年（昭和繊年）
１月１日役員

会長斎藤静三
圏諺丁砂諏

副会長平佐武郎，蒲宣郎，村越或雄，坂寛，喜田正史
常任理事三宅直晴，小山実，天野恵，鈴木裕，高橋善夫，梅田昭夫，津島秀雄，
佐藤徹一郎，氏家英峰，池田漠，田中延佳，櫻井善忠，福島直，木下正道

理事丸山良平，駒橋典夫，渡辺孝夫，佐々木達夫，青久男，山浦俊一，白崎源有，
畑晃，黒河成海，松崎剛，野上１１１頁平

常任監事五十嵐堯昭監事愛知正晴，中久喜喬
１月１日熱田俊之助氏，三後援会会長に再任
２月１５日～９月２０日卒後研修セミナー（全７回）

２月２２日「水道橋校舎さよならパーティー」開催（同窓会大学支部主催）
３月１７日安鴫宣忠元副会長逝去

水道橋校舎起工式

１１月２２日昭和６１年度評議員会，後援会総会，第９２回定時総会

1985年（昭和60年）

３月４日堤璋二教授（薬理学）逝去
５月１８日近藤三郎元教授逝去

1987年（昭和62年）

４月１日市川病院の名称変更
東京歯科大学市川病院→

１０月１日水道橋校舎本館取りこわしの為の移転改装工事開始
１０月２４日溝上喜久男名誉教授逝去（11月２３日大学葬）

６月１日井上裕氏法人監事に就任

1986年（昭和61年）

８月２６日高木圭二郎前学長・同窓会元監事逝去

４月１７日水道橋校舎解体工事の安全を祈願する奉告祭を挙行
４月歯科医師国家試験１年に１回となる

６月１日学長金竹哲也，副学長中久喜喬，学監関根弘，
千葉病院長石川達也，水道橋病院長佐藤徹一郎，
市川病院長大野虎之進，大学院研究科長高橋庄二郎
１１月９日鵜養弘元教授逝去

東京歯科大学市川総合病院

（９月２６日大学葬）

９月２５日松宮誠一元学長・名誉学長・同窓会顧問逝去
（１０月２５日大学葬）

１０月２７日北村勝衞名誉教授・同窓会顧問逝去

１１月１日市川総合病院，皮膚科新設
１２月１０日水道橋校舎新築工事起工式挙行

議蟻鯵霧霧霧鱗轤鱗繊蟻鯵蟻霧霧蟻霧霧鱒蟻霧鱗鯵議霧鍵鱒鯵鱒鍵霧轤懲鍵鯵騨鱒懲懲鑛鯵霧霧鯵議霧鱗鯵霧鯵霧霧鰻欝霧欝穰欝霧鯵霧騨‘騨欝

1985年（昭和60年〉1986年（瑠和61年）
３月１０日青函海底トンネルの本抗が貫通１月２８日米スペースシャトル，チャレンジャー号爆発
３月１４日東北・上越新幹線上野駅開業４月１日男女雇用機会均等法施行
３月１６日科学万博開幕１１月１５日伊豆大島の三原山犬噴火
３月２２日厚生省が日本初のエイズ,患者を認定１２月老人保健法一部改正公布（S62年３月施行）
８月１２日日本航空ジャンボ機墜落，1987年（昭和62年）
520人死亡，４人奇跡の生存４月１日国鉄分割民営化
７月１７日俳優石原裕次郎死去（52歳）

９月２２日天皇陛下「慢性すい炎」で入院手術

１０月１２日利根川進ノーベル医学・生理学賞受賞
１０月２０日株式市場大暴落
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東京歯科大学同窓会時代
1988年（昭和63年）
１月１日役員
会長斎藤静三

副会長五十嵐堯昭，愛知正晴，平佐武郎，坂寛，喜田正史

常任理事三宅直晴，小山実，天野恵，高橋善夫，梅田昭夫，津島秀雄，氏家英峰，
山之内正高，池田漠，田中延佳，櫻井善忠，福島直，木下正道，藥師寺仁
理事丸山良平，鈴木与志昭，大畠博，佐々木達夫，鳥居達也，塩谷明，鹿渡茂，
畑晃，田中博治，松崎剛，永江敬之
常任監事蒲宣雄

監事村越或雄，中久喜喬

同窓会年表？

１月１日熱田俊之助，三後援会会長に就任２月２０日～９月１７日卒後研修セミナー（全７回）
３月２１日向井喜男氏逝去
４月１５日河邊清治前会長

ベルリン・フンポルト大学より名誉博士号授与
７月１４日第２回母校１日入学

１１月１２日昭和63年度評議員会，後援会総会，第94回定時総会
1989年（昭和64年）（平成元年）

２月１８日～９月９日卒後研修セミナー（全７回）
７月１３日第３回母校１日入学

１１月２５日平成元年度評議員会，後援会総会，第95回定時総会

東京歯科大学
一般歯科年表

定時総会

1988年（昭和63年）1989年〈昭和64年）（平成元年）
３月１５日水道橋校舎のビル名称は４月２２日東京歯科大学大学院創立30周年記念式典・祝賀会
「ＴＤＣビル」に決定５月１２日ＴＤＣビル上棟式
４月２日水道橋ＴＤＣビル６月１日学長金竹哲也，副学長・水道橋病院長中久喜喬，
新築工事契約調印式学監関根弘，千葉病院長石川達也，
５月１３日新井正治名誉教授逝去市川総合病院長大野虎之進，
１０月１９日正木正元教授逝去大学院研究科長高添一郎
１２月２１日ＴＤＣビルの立柱式が行われ，９月２日高添一郎教授，日本人初の

鉄骨の建方開始ＦＤＩジョンソン＆ジョンソン国際賞受賞
この年，大韓民国･延世大学校歯科９月１５日歯科衛生士専門学校創立40周年
大学との姉妹校協定の延長が決定記念式典・祝賀会
１２月２５日市川総合病院にて日本初の凍結保存受精卵に
よる双子の女児誕生

霧蟻鯵鱗霧鯵鯵蟻懲霧霧霧蟻懲懲霧蟻懲驫霧鱗鱒鑛鱒鎌欝鱗鱒鱗霧露霧懲蟻鱒鯵霧織議鯵霧霧霧霧総霧鱗鱗懲霧鍵霧驫馨鍵瀞鑛懲懲騨蟻欝霧瀞

1988年（昭和63年）

３月１３日世界最長の青函トンネル開通
３月１７日初の屋根付球場「東京ドーム」落成式

４月１０日本四架橋，児島・坂出ルートの瀬戸大橋開業

社 会 情勢

1989年（昭和64年）（平成元年）
１月７日天皇陛下崩御（87歳)。皇太子明仁親王即位，

１月８日元号，「平成」に改元
６月４日中国北京市，天安門事件勃発
６月２４日歌手美空ひばり死去（５２歳）
１１月９日ベルリンの壁実質崩壊
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昭和天皇崩御（大喪の礼）

Ⅱ988～〃〃
1990年（平成２年）
１月１日役員
名誉会長斎藤静三

会長五十嵐堯昭

副会長愛知正晴，辻村松一，高橋立夫，坂寛，喜田正史

常任理事田中規正，高橋善夫，梅田昭夫，津島秀雄，氏家英峰，山之内正高，大橋和夫，池田漠，田中延佳，
櫻井善忠，溝上隆男，福島直，木下正道，藥師寺仁

理事山口進，久保田丈夫,高田哲三，佐々木達夫，西村秀祐，土屋博，千保利，

藤波潔,石田秋次郎，松崎剛，永江敬之，
常任理事村越或雄監事中久喜喬，天野恵

１月１日熱田俊之介氏，三後援会会長に再任
２月１７日～９月２２日卒後研修セミナー（全７回）1991年（平成３年）
７月１２日母校１日入学１月２８日同窓会常任理事，高橋善夫氏逝去
１０月１３日平成２年度評議委員会，２月１６日～９月２１日卒後研修セミナー（全７回）
後援会総会，第96回定時総会３月１２日同窓会常任監事，村越或雄氏逝去
１２月２９日井上裕氏，文部大臣に就任３月２４日井上裕文部大臣を囲む会開催
７月１８日母校１日入学

１０月２１日本会理事千保利氏逝去
１１月５日井上裕氏，文部大臣退任
１１月１０日山脇弘前副会長逝去

１１月１６日平成３年度評議員会，後援会総会，第97回定時総会

コイ芹H襄匡『Ⅱ左Ｆ

９日Ｔｍ

４月２日

水道橋病院診療開始

母校御殿町グラウンド落成式

1991年（平成３年）

１０月１２日

母校創立100周年記念
国際シンポジウム開催

３月２９日母校御殿町グラウンド落成式・祝賀会

１０月１４日

母校創立１００周年記念式典・祝賀会

４月１日市川総合病院，泌尿器科新設
４月２３日市川総合病院新築工事上棟式
１０月１２日山崎数男日歯会長，ＦＤＩ会長に就任
１０月１４日「東京歯科大学百年史」刊行
１０月１５日羽賀通夫教授逝去

１１月１６日「山崎数男会長を囲むＦＤＩの集い」開催
鰯霧鯵鯵露

鱗鯵鯵霧露霧鯵霧鐵蟻鱒霧鯵鯵鱒鯵鯵鯵織懲霧鐵謬欝鯵鯵鯵懲懲鯵鯵鯵鶴鯵畿

1991年（平成３年）

４月１４日統一地方選後半戦スタート，自民党圧勝
６月３日雲仙・普賢岳で大規模の火砕流発生
母校創立100周年記念式典

６月２０日東北・上越新幹線が東京駅乗り入れ

：990年（平成２年）

６月２３日ユーゴスラビアのスロベニア，クロアチア両共和国が
独立宣言，内戦状態に

６月２９日礼宮様，川嶋紀子さんと結婚の儀
１０月３日東西ドイツ統一

１２月ソ連崩壊

１１月２１日天皇即位の礼

１２月２日秋山豊寛TBS記者がソユーズＴＭＩ１号で
日本人初の宇宙飛行
目一層一騒一園騒騒謹鐘…醸露墨圏塞
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東京歯科大学同窓会時代
1992年（平成４年）
１月１日役員

名誉会長斎藤静三

会長五十嵐堯昭副会長辻村松一，小林与一，高橋立夫，坂寛，山清

常任理事梅田昭夫，津島秀雄，杉山勉，氏家英峰，大橋和夫，池田漠，櫻井善忠，松本一臣，
福島直，木下正道，藥師寺仁，大石孝弘，宮地建夫，関泰忠
理事松川清三，波多野弘，袋仁美，長井義博，五十嵐重之，杉山正彦，三宅淳一，藤波潔，
川西信太郎，岸正明，永江敬之，常任監事田中規正，
監事中久喜喬，天野恵
１月１日熱田俊之助氏，三後援会会長に再任２月２２日～９月１７日卒後研修セミナー（全７回）

同窓会年表；

３月１８日浅井美幸氏，永年在職議員表彰お祝いの会
１１月１４日平成４年度評議員会，後援会総会，第98回定時総会「関口恵造先生をたたえる会」開催
１２月３１日関口恵造後援会解散

1993年（平成５年）
２月２０日～１０月１６日卒後研修セミナー（全７回）

３月２３日桜田守利先生（昭和38年卒)，第２１回医療功労賞を受賞
７月１７日同窓会事務長中野喜一氏，勲五等双光旭日章受章
９月１６日本会名誉会長斎藤静三氏逝去

１１月１３日平成５年度評議員会，後援会総会，第99回定時総会
「浅井美幸先生をたたえる会」開催
１２月３１日浅井美幸後援会解散

1992年（平成４年）

３月２５日母校100周年記念写真集「校旗は燦たり」発行
４月１日能美光房元社会歯科学教授，奥羽大学学長に就任

６月１日学長関根弘，副学長石川達也，学監町田幸雄，千葉病院長瀬端正之，
水道橋病院長高橋一祐，市川総合病院長水野嘉夫，大学院研究科長高添一郎

東京歯科大学
一般歯科年表

６月２５日市川総合病院定礎式，落成式，開院式ならびに祝賀会
７月１日市川総合病院，診療開始。脳神経外科新設
８月１６日山崎数男ＦＤＩ会長逝去

1993年（平成５年）
１月１日市川総合病院に麻酔科新設

４月１日「組織学講座｣から｢口腔超微構造学講座｣に講座名が変更市川総合病院に精神･神経科開設
８月３日延世大学校歯科大学との姉妹校締結協定延長

１０月２６日鹿島俊雄氏学校法人理事長退任。井上裕氏学校法人理事長に就任
1２月市川総合病院で人間ドック開設
懲露織鱒霧謬鯵懲蟻鯵鰺艤霧鯵鐵欝鯵鯵鯵鱒露鯵鯵霧鵜轤鱗鰯議鶴蟻霧鯵轤懲鯵霧鯵鱒霧霧鱒鱗鯵鯵鍵霧鯵鱗蟻鯵欝鰯轤鶴鱗鐇鯵懸懲鯵鯵鍵欝

1992年（平成４年）

６月１５日ＰＫＯ協力法と国際緊急援助隊派遣法力証
衆院本会議で可決

７月１日山形新幹線開業

社 会 情勢

９月１２日スペースシャトルエンデバー打ち上げ。

日本人宇宙飛行士，毛利衛さん宇宙へ
1993年（平成５年）

１月２７日初の外国人横綱・曙が誕生（64代）
５月１５日サッカーＪリーグ開幕

６月９日皇太子浩宮様，小和田雅子さんと結婚の儀
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サッカーＪリーグ開幕

Ⅱ9m～〃9５
1994年（平成６年）１月１日役員

会長五十嵐堯昭副会長小林与一，高橋立夫，中川博史，山清，天野恵
常任理事梅田昭夫，杉山勉，氏家英峰，大橋和夫，池田漠，櫻井善忠，菊池豊，
松本一臣，福島直，木下正道，大石孝弘，宮地建夫，関泰忠，角田正建

理事谷口良一，菅野博康，福田博，長井義博，片倉恵男，落合英生，守友恒明，
藤波潔，福島範明，岸正明，澤田稔

常任監事田中規正

監事津島秀雄，石川達也
１月１日熱田俊之助氏，後援会会長に再任
１月１７日前参議院議員関口恵造氏逝去
２月１９日～９月１７日

卒後研修セミナー（全７回）

６月９日文殊院（杉並区）にて，高山家墓地合葬
７月28日同窓会監事，津島秀雄氏逝去
１１月１２日平成６年度評議員会，
後援会総会，第100回定時総会
同窓会監事に大山萬夫氏選出

１１月１５日「井上裕君と語る会」開催

1995年（平成７年〉

１月27日五十嵐会長，天野副会長，杉山・関共済担当常任理事が，
阪神大震災で被災された兵庫県支部を見舞う
２月１８日～９月９日卒後研修セミナー（全７回）
４月４日河邊清治元会長逝去

４月１５日同窓会創立100周年記念卒後研修セミナー20周年記念講演会
４月１７日同窓会理事，福島範明氏逝去，後任として佐藤佳弘氏を選出
４月２２日同窓会創立100周年記念囲碁大会
８月２５日同窓会創立100周年記念座談会

９月29日同窓会創立100周年記念第24回全国ゴルフ大会
９月30日同窓会創立100周年記念音楽会

１０月２１日高山紀齋先生，血脇守之助先生，野口英世先生絵画贈呈式

１１月～１２月歴代会長の墓参
１１月１８日平成７年度評議員会，後援会総会，第101回定時総会
１１月１９日同窓会創立100周年記念式典・祝賀会

1994年（平成６年）

４月１日市川総合病院が厚生省指定の臨床研修病院に
４月２７日歯科医学史サロン発足

６月１日千葉校舎（病院除く）及び市川総合病院の構内駐車場にパーキングゲートを設置
７月１１日長尾喜景名誉教授逝去

１２月１２日石川達也副学長，高添一郎大学院研究科長が平成６年度日本歯科医学会会長賞を受賞
1995年（平成７年）

６月１日学長石lll達也，副学長町田幸雄，淺井康宏，学監高江洲義矩

千葉病院長野間弘康，市川総合病院長水野嘉夫，水道橋病院長高橋一祐，
大学病院研究科長金子讓

騨鯵懲霧懲鯵鯵響籍鐵欝轤謬鱗鶴霧懲騨霧霧謬鯵鶴鯵霧鱸懲霧懲懲鯵霧

鯵霧霧霧轤鯵鱗鯵鱗

1994年（平成６年）

６月２７日松本市で毒ガスサリン発生。７人死亡
６月２９日自民．さきがけと組んだ
村山富市社会党委員長が首相に

７月８日スペースシャトルコロンビア打ち上げ
向井千秋さん宇宙へ

１０月１３日作家大江健三郎氏，ノーベル文学賞受賞
１１月２３日貴乃花，第65代横綱に昇進

1995年（平成７年）

地下鉄サリン事件発生

１月１７日阪神・淡路大震災，死者約6,300人
３月２０日地下鉄サリン事件発生，
死者１１人重軽症者5,500人余り
５月２日元近鉄の野茂投手，大リーグデビュー
９月１５日渡辺美智雄元副総理死去
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犀i壹寶桑三Ｊ

|i言[Ij豪三ｌｍｊ篝､毒１
平成6年６月９日（木）高山家墓地文珠院（杉並区）

平成7年９月３０日(±）昭和女子大学人見記念講堂

大学側から関根学長他６名、同窓会から五十嵐会長他２名

新日本フィルを迎え特別演奏会を開催。この演奏会の収

が、ご遺族関係は森山氏が参列し、高山紀齋先生のご子

益金は阪神大震災への義援金といたしました。なお、当

息夫妻とお孫様の納骨式（合葬）が執り行われた。

日100周年を記念して、東京歯科大学の校歌も演奏された。

記念卒業ｌｉｉＭ鰺セミナー量○周年記念講演会

厩臺a瘻萎]平成7年11~12月

平成7年４月１５日(土）経団連ホール

高山紀齋先生・血脇守之助先生・奥村鶴吉先生．榎本美彦

演題：新しい時代の医療の姿と題して３名の講師陣と、

先生・西村豊治先生・河村弘先生・矢崎正方先生．中丼

252名の参加者のもと闇達な意見交換が行われた。

武一郎先生・田丸将士先生・福島秀策先生．井上眞先生．

｢望ましい医療象」大阪大学名誉教授中川米造

河邊清治先生・斎藤静三先生以下１３名の歴代会長墓前に

｢医療制度の可能性」大阪大学新庄文明

て「同窓会創立１００周年」の報告を行った。

｢これからの歯科医学教育と研究の方向性」
東京歯科大学学長関根弘

匠､菱うぐi麺雇i蟇ｌ
平成7年１０月２１日(±）水道橋校舎１Ｆホール

匿i嘉３２義三夫H詞平成7年４月22日(±)日本棋院(市ケ谷）

本記念誌77頁右に掲載された写真を、山田画伯（全日肖展

例年行われている同窓囲碁大会が１００周年の一貫として行わ

審査委員）により200号の絵画を製作し、同窓会より母校

れた。当日は、加藤正夫九段、本田幸子六段指導の碁があり、

へ寄贈した。

大竹英雄九段も応援に来られ熱戦が繰り広げられた。

厩惠EE讓毫副平成7年８月25日(金)水道橋校舎2階会議室

匡百憲盃亜Tii5寶召
｢式典」

五十嵐同窓会長・石川学長・熱田後援会長・梅田日歯常

日時平成７年１１月１９日（日）

務理事出席。同窓会１００周年に当たって、それぞれの受け

開式午後1時30分

止め方、学生時代の思い出や影響を受けた人、事、物そ

場所新高輪プリンスホテル国際館パミール「北辰」

して、将来への展望などが語られた。

｢祝賀会」
日時平成７年１１月１９日（日）

記念第２４回金鬮ゴルフ大会

平成7年９月２９日(金）

袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース

参加者190名。回を重ねるごとに、充実した大会に、１００

周年の記念事業の一貫として、全国津々浦々から参加さ
れました。全国の同窓が一堂に会してプレーに専念し、
親睦を深めあえた大会となった。
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開会午後３時

場所新富輪プリンスホテル国際館パミール「篦嵩」

ICO周年i記）念式典・識Z賀会プログラム

記念式典

記念祝賀会

日時平成７年１１月１９日（日）

日時平成７年１１月１９日（日）

開式午後1時30分

開会午後3時

場所新富輪プリンスホテル国際館パミール「北辰」

場所新高輪プリンスホテル国際館パミール「篦嵩」

式次第司会堀越むつ子

式次第司会堀越むつ子

１３：２０

三笠宮両殿下ご到着（紅玉の間）

１４：５９

三笠宮両殿下ご臨席

１３：２９

1．三笠宮崇仁親王殿下、同百合子妃殿下ご臨席

１５：００

1.開会の辞東京歯科大学同窓会副会長中川博史

１３：３０

２開式の辞東京歯科大学同窓会副会長小林与一

１５：０２

2.挨拶東京歯科大学同窓会会長五十嵐堯昭

１３：３２

3.国歌演奏

１５：０５

3.祝辞全国歯科大学同窓､校友会代表者

１３：３４

4.式辞東京歯科大学同窓会会長五十嵐堯昭

１５：１５

4.表彰東京歯科大学同窓会会長五十嵐堯昭

１３：４０

5.祝辞参議院議長斎藤＋朗

１５：３０

5.彰杯東京歯科大学同窓会副会長山清

日本歯科医師会会長中原爽

(三笠宮両殿下ご退席）

学校法人東京歯科大学理事長井上裕

１６：５０

6.東京歯科大学校歌斉唱

東京歯科大学学長石川達也

１６：５５

7.万歳三唱東京歯科大学同窓会副会長天野恵

１７：００

8.閉会の辞東京歯科大学同窓会常任理事梅田昭夫

１４：００

6．三笠宮崇仁親王殿下お言葉

１４：０５

7．東京歯科大学創立100周年記念讃歌演奏

１４：１７

8．閉式の辞東京歯科大学同窓会副会長高橋立夫

１４：２０

9．三笠宮崇仁親王殿下、同百合子妃殿下ご退席

ICO周年記念式』j1顕彰者・表彰者

1.顕彰者同窓会歴代会長母校歴代学長

故斉藤静三（元同窓会会長)．故高木圭二郎（元学長)．金竹哲也（元学長)．関根弘（前学長)．以上4名
２表彰者同窓会支部長１０年以_ﾄ存仔者

佐々木寿（室蘭支部長)．山ロ和夫（前十勝支部長)．江島俊昭（空知支部長)．小林与一（前山形県支部長)．
金子雅英（埼玉県支部長)．山下正雄（前横浜南部支部長)．杉之内芳郎（前111崎支部長)．渋谷利雄（神奈川相北支部長)．
並木俊雄（丸の内支部長)．関根正行（麻布赤坂支部長)．木村哲男（向島支部長)．岡田一郎（前新潟県支部長)．
島田啓三郎（前福井県支部長)．藤居正太郎（前滋賀県支部長)．林幹雄（前兵庫県支部長)．倉繁準之助（前鳥取県支部長)．
高橋立夫（前広島県支部長)．塩田尚文（香川県支部長)．岸正明（前高知県支部長）原田忠彦（福岡県支部長)．
宮内孝雄（長崎県支部長)．松本謙一（前熊本県支部長)．下原朝光（前鹿児島県支部長）以上23名
同窓会役員１０年以上在任者

五＋嵐堯昭（同窓会会長)．天野意（同窓会副会長)．坂

覧（前同窓会副会長)．梅田昭夫（同窓会常任理事)．

氏家英峰（同窓会常任理事)．池田〉菫（同窓会常任理事)． 櫻井善忠（同窓会常任理事)．福島直（同窓会常任理事）

木下正道（同窓会常任理事)．故津島秀雄（前同窓会監事）

以上１０名

同窓会事務員１０年以上在職者

中野薑_（同窓会事務長)．澤田典子（同窓会事務員）

以上２名
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IC＠周年実行委員会

東京歯科大学同窓会創立100周年記念事業組織委員会委員
会長

五十嵐堯昭

同窓会会長：委員

氏家英峰

同窓会常任理事

副会長

小林与

同窓会副会長

"夕

大橋和夫

”，

高橋立夫

”

",

櫻井善忠

〃，

〃

中川博史

”

"，

菊池

薑

〃'

”'

山

聿肩

”

"，

福島直

”

”

天野

意

”

",

木下正道

”

ミノ

〃,

′

渡辺郁馬

前父兄会会長！監事

田中規正

同窓会常任監事

”

堀江英

父兄会会長

”，

石川達也

同窓会監事

委員

梅田昭夫

同窓会常任理事

〃

大山萬夫

”

”，

杉山勉

”

東京歯科大学同窓会創立100周年記念事業常任委員会委員
委員長

五十嵐堯昭

同窓会会長：委員

大石孝弘

同窓会常任理事

委員

梅田昭夫

同窓会常任理事

”

宮地建夫

〃'

〃

杉山勉

”,

′

関泰忠

〃

"夕

氏家英峰

"

”

角田正健

参

”

大橋和夫

”

孝，

金子雅英

会長指名

”

池田ｉ菫

”

”

高原映忠

”'

"，

櫻井善忠

〃

"

山本照

”，

”

菊池

豊

”

”

鳴神保雄

”，

〃

松本一臣

〃

〃

岡英男

”

”

福島直

"，

”

上野眞人

〃，

”

木下正道

”

”

山之内正富

〃グ

東京歯科大学同窓会創立100周年記念事業実行委員会委員
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役職

氏名

適要

役職

氏名

適要

役職

氏名

適要

委員長

五十嵐堯昭
五＋嵐堯昭

同窓会会長

委員

福島直

百窓会常任理事
同窓会常任理事

委員

稔
澤二目
澤田稔

同窓会理事

畠Ｉ委員長

小林与一
小林与

同窓会副会長
同窓会畠Ｉ会長

”

木下正道

〃

〃

串中規正
田中規正

同窓会常任監事
同窓会常任監事

”

高橋立夫

〃

”

大石孝弘

〃

'

石ｌｌｌ達也

同窓会監事

”

中川博史
中ＩＩｌ博史

”

'

宮地睦夫
宮地建夫

”

〃

大山萬夫

′

秒

山漬

”

”

関泰忠

〃

”

田正史
喜田正史

連合会長

”

天野恵

〃

〃

田正健
角田正健

〃

”

田洋文
山田洋文

支部長

”

渡辺郁馬

前父兄会会長

”

谷ロ良一
谷口良一

同窓会理事

'

田中章夫

′

”

堀江英一
堀江英

父兄会会長

〃

菅野博康

参

”

安藤猛

”

委員

二目昭夫
梅田昭夫

同窓会常任理事

”

福田博

〃

'

小Ｉｌｌ
小１１１弘

”

”

杉山勉

”

”

長井義博

”

〃

佐々木寿

〃

”

氏家英峰

”

〃

片倉恵男

”

”

杉村孝

〃

′

大橋和夫

”

〃

落合英生

"

”

川進
ＩｌＩｐ進

”

”

池田漠

”

”

守友’恒明
守友恒明

ケ

”

高橋標

”

〃

櫻井善害
櫻井善忠

〃

〃

藤波潔

〃

”

小柳宗

〃

”

菊池薑

〃

”

佐藤佳弘

”

〃

江島俊昭

”

′

松本一臣

”

”

岸正明

”

”

嶋中豊彦

〃

〃＠周年実行委員会
役職

氏名

適要
適瑠震

役職

氏名

適要

役職

氏～名

適要
適二要

＿￣‐ﾆｰｰｰﾛｰｰ‐＿『ﾛｰｰｰｰ．…--】

委員

鈴木貞Ｉ
鈴木貞雄

支部長

委員

杉原伸顕

支部長

委員

岡本日出夫

支部長

”

昌見澤達夫
高見澤達夫

”

”

堺拓之

”

”

大薗壽夫
大蘆壽夫

”

”

五味武一

”

”

田中彰

夕

”

近常良孝

”

”

大浪美正

”

”

田中宏

”

”

原田保

”

”

鈴木与志昭

参

〃

小林伯男

”

”

田村徹二

”

"，

久保木康輔

〃

”

上野眞人

夕

′

石丸、秀
石丸透

”

”

井上純一郎

〃

”

貝塚雅信

”

”

塩田尚文

〃

”

戸松知一
高松知三

'

'

水上重司
水上量司

”

”

久保田
久保田晃

”

′

金子雅英

”

”

高橋利武

”

"

西川文雄
西ｌｌｌ文雄

”

”

昌原映忠
高原映忠

"，

”

松水芳生
松永芳生

”

”

原二目忠彦
原田忠彦

〃

〃

木津腱夫
木津健夫

'，

”

大門雄一
大門雄

"

”

久野舅

〃

”

士橋康男
土橋康男

′

'

槇田正巳

”

〃

戸内孝雄
宮内孝雄

'

〃

平光雄

′

”

横田惇

”

”

中根俊吾

”

〃

原嘉彦

”

”

瀬田和夫

〃

”

広岡修

”

”

山之内正高

”

〃

山根守正

”

”

上野博紹

〃

'

大尾政雄
太尾政雄

”

〃

小林俊春

'

”

萩原二：
萩原朗

”

”

中村佳晃

'

”

武藤直紀

′

”

高江洲義寛

〃

”

鈴木靖彦

”

〃

小菅良章

〃，

”

金子雅英

会長指名・支部長

”

Ｐ二目
Ｐ
裕
田裕

”

”

飯塚正人

”

”

昌原映忠
高原映忠

”

”

渋谷利雄

”

〃

鈴木隆男

”

ク

山本照一
山本照

会長指名

”

若＝和郎
若月和郎

”

〃

石井愼一
石井愼

′

”

鳴神保雄

”

”

瀬端正之

〃

”

服部玄門

′

”

岡英男

〃

”

太田
太田寛

”

〃

金子義泰

'

”

上野眞人

会長指名・支部長

■■■■■■■

”

光成
堀光成

〃

′

小林同|」
小林則夫

”

〃

山之内正高

”

”

並木俊雄

〃

'

犬飼啓元

”

′

石川達也
石１１|達也

大学鯛者･同雛鵺

”

高山良光

”

”

馬場義夫
馬塲義夫

”

〃

町田幸雄

大学役職者

”

杉山
杉山健

〃

”

近江誠一
近江誠

”

ク

淺井康宏

”

”

中川武幸
中）|｜武幸

”

”

塩谷明

”

”

高江洲義矩

〃

〃

関根正行

ケ

〃

荒川安雄
荒１１１安雄

”

”

野間弘康
野間弘康・

”

〃

渡部
渡部一雄
雄

〃

”

鈴木郁夫

〃

多

水野嘉夫

′

”

小声英世
小倉英世

”

〃

森耕

〃，

”

高橋一祐
高橋
祐

ケ

〃

足代弘文

〃

”

寺本康郎

'

〃

金子譲

”

〃

佐藤健司

〃

′

栗山豊実

”

”

浪貝一良
浪貝
良

〃

”

斉藤篤
斉藤篇

〃

〃

柿原ニー郎
柿原昌一郎

〃

"

下野正基

〃

”

黒澤珍介

〃

〃

一宅厚
三宅淳一

〃

”

重松知實
重松知覧

”

”

橋本岩男

”

"

平川
平１１１幸矢

’,

〃

江英一
堀江英二

父兄会鵺･議員長
父兄会役員･副委員長

”

岡本光生

”

ク

荒木贄

〃，

'

大塚弘介

父兄会役員

'

木村哲男

”

〃

秋岡省
秋岡省三

”

”

古川
古１１’正

”

”

内恒徳
山内恒徳

〃

”

丸川萬吉郎
丸）１１薑吉郎

”

〃

関泰忠

jUB会鵺`同齢鵺

”

大岡紀一郎

〃

夕

竹村隆至

参

”

横矢重忠
横矢重

〃

”

田中紀夫

”
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ICO周年i記念式典・識Z賀会実行委員実行委員会

委員長：五十嵐堯昭同窓会会長

副委員長：小林与一同窓会副会長，高橋立夫同窓会畠Ｉ会長，中lll博史同窓会副会長，
山漬同窓会副会長，天野惠同窓会副会長，町田幸雄大学副学長，淺井康宏
大学副学長
委員

(大学関係）：高江洲義矩(学監)，鈴木和男(特任教授)，浪貝一良(法人主事）
(同窓会役員）：梅田昭夫，杉山勉，氏家英峰Ⅲ大橋和夫，池田漠，櫻井善忠，菊池豊、松本

一臣、福島直，木下正道，大石孝弘，宮地建夫，関泰忠，角田正健，谷ロ良一，
菅野博康，福田博，長井義博，片倉恵男，落合英生，守友恒明，藤波潔，佐藤

佳弘，岸正明，澤田稔，田中規正，大山萬夫
(同窓会関係）：金子雅英，高原映忠，山本照一，鳴神保雄，岡英男，上野眞人，山之内正富
顕問：井上裕（学校法人東京歯科大学理事長）石川達也（東京歯科大学学長）

創立1Ⅱ周年記念式典・祝賀会業務分担
区分

主なる業務

①記念式典・祝賀会の総括

総務部関係

②記念式典会場、祝賀会会場準備
③来賓席次の準備
④記念式典・祝賀会の進行
⑤表彰者の補助
⑥来賓､表彰受章者､委員の

副主任

主任

委員

小林副委員長（式典）

町田副委員長(式典）①

梅田､金子委員①

高橋副委員長

淺井副委員長(祝賀会）②

大橋高原委員②
山本､鳴神､委員②
山本鴫神､委員③

（祝賀会）
梅田委員

氏家委員②

大橋委員③
櫻井委員④
福島委員⑤⑥

池田､木下委員④
菊池委員⑤⑥

胸章､係員のリボン準備
渉外部関係

会計部関係

①宮内庁に関する業務

鈴木委員

梅田委員

浪貝委員

①会計業務の総括
②参加会費の保管

福島委員

大石委員

①来賓の記念品渡し

杉山委員

松本委員

①来賓の受付、案内
②顕彰､表彰受章者受付案内
③控室の接待
④記念式典会場入場案内
⑤記念式典会場退場案内
⑥祝賀会会場案内
⑦来賓の記念品引換券渡し

天野副委員長（受付）

田中委員（接待）

宮地委員（受付）

高江洲委員（受付）

大山委員（受付）

岸委員（接待）

中111副委員長（接待）

鳴神委員（接待）

長井委員（接待）

岡委員（受付）

谷口委員（接待）

（当日参加者）

③お祝い金の保管
記念品関係

来賓関係
(受付､案内）

藤波委員（受付）

①参加者の受付
参加者関係

(受付）

②参加者記念品渡し
（受付票、記念品引換券と引換え）

③参加費当日扱い処理
④受付票、引換券紛失者の処理

菅野委員

氏家委員
山副委員長

山之内委員

上野委員

佐藤委員（受付）

落合委員（受付）

守友委員（受付）
福田委員（受付）
澤田委員（受付）
片倉委員（受付）

①記念式典・祝賀会関係
広報･記録・
演奏関係

258

広報記録

②報道関係
③演奏者の世話

角田委員（広報）
櫻井委員

関委員（演奏者）

編集後記

同窓会創立100周年を迎えるにあたり、記念事業の大き
な柱に後世に残す記念誌の刊行が決められました。平成６

で、この度待望の記念誌が完成刊行、会員の皆様のお手
元にご送付のはこびとなりました。

年１１月１６日に記念誌編纂委員会が正式に発足致しまし

なお編集にあたり基本的な考え方として、メモリアル

た。委員会は少数精鋭でと執行部から５名、広報委員会か

誌という特`性を強く打出し、しかも「読む」から「見る」

ら５名の計10名、そして協力委員として母校資料室の山岸

｢感じる」といった視覚的要素を重視した表現に絞りまし

室長。発行責任会社から－世出版の松村氏と一條氏、そ

た。構成要素としては１.記念式典・祝賀会の紹介２.同

してケイエム・パートナーシップの丸山氏､平田氏､濱本氏

窓会100周年特集３.同窓会概要（支部会・クラス会・年

の以上16名で編集チームを組みました。

表）の３つを柱と致しました。当初は約200頁の予定でし

以後３～４カ月に１度、作業進行状況に合わせて担当の

たが、原稿集めの段階で支部長さん、クラス代表の方々

小委員会、全体委員会を開催してまいりました。半年後

のご協力により豊富なボリュームとなり260頁にも及ぶ

の平成７年４月からは、いよいよ実施年の各種記念事業・

ようになりました。

行事が催されるようになりそれぞれ取材活動を始め、同

それでも登載出来ない原稿も多数出てしまい、ご投稿

時に原稿募集と資料の整理、登載内容の細部の打合せを

いただきました会員に対しご迷惑の段伏してお詫び申し

繰返し行いました。11月１９日は三笠宮様をお迎えしての

上げます。

記念式典・祝賀会のカラーグラビア頁の写真取材。そし

末尾になりましたが、本記念誌発刊に対し大変なご理

て平成８年１月１８日、グラビア頁用写真の選択と割付けを

解とご協力を賜わりました五十嵐前会長はじめ組織委員

終え、２月２３日に全体頁を通してのゲラ刷りの確認を行

会の皆様、そして取材・編集・出版の作業にあたられた

い、３月の理事会に下刷り見本を提出しご承認をいただき、

方々に厚くお礼を申し上げる次第でございます。

その後の本刷り製本装丁に約２カ月を要するということ

（櫻井善忠記）

霞
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